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概要

概要
このマニュアルでは、Cisco TelePresence Server のバージョン 4.2 で使用できる API について説明します。




「パート 1：フレキシブル操作モード（p.3）」では、操作モードが flexible に設定されている場合に使用できる
API について説明します。これは、ユーザ インターフェイスおよびオンライン ヘルプで説明されているリモート管
理操作モードに相当します。
「パート 2：スタンドアロン操作モード（p.116）」では、操作モードが standalone に設定されている場合に使用
できる API について説明します。これは、ユーザ インターフェイスおよびオンライン ヘルプで説明されている
ローカル管理操作モードに相当します。

system.info メソッドの operationMode パラメータは、現在の操作モードを返します。
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はじめに
このマニュアルは、Cisco TelePresence Server ソフトウェアをフレキシブル（リモート管理）モードで実行する際
に使用できる最新バージョンの管理 API に添付されています。次の Cisco TelePresence 製品は、
TelePresence Server バージョン 4.2 以降を稼働している場合に、この API をサポートします。








Cisco TelePresence Server MSE 8710
Cisco TelePresence Server 7010
Cisco TelePresence Server on Multiparty Media 310/320
Cisco TelePresence Server on Virtual Machine
Cisco Multiparty Media 400v
Cisco Multiparty Media 410v
Cisco TelePresence Server on Multiparty Media 820

リモート管理モード API の変更の概要
最新の Cisco TelePresence Server API はバージョン 4.2 です。次の表に、リモート管理モード API に加えら
れた最新の変更の概要を示します。以前のバージョンへの変更については、「リモート管理 API の変更履歴
（p.110）」を参照してください。
表 1：API バージョン 4.2 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
パラメータ
flex.licenseMode.modify（p.70）
newLicenseMode、version、trustSecret
flex.licenseMode.verify（p.70）
なし
system.info（p.100）
licenseMode：新しいオプション flexible、trust
passwordChangeRequired
user.enumerate（p.103）
表 30：callAttributes 構造体メンバー（p.31） displayShowEndpointNames

Change
新しいコマンド
新しいコマンド
更新されたパラメータ
新しいパラメータ
デフォルトを True に修正

設計上の考慮事項
アプリケーションが送信する各 API コマンドによって、デバイス固有のアプリケーション内で処理オーバーヘッド
が発生します。オーバーヘッドの量は、送信されたコマンドのタイプとパラメータによって大きく異なります。デバ
イスが毎秒、多数の API コマンドを受信する場合、深刻なパフォーマンスの低下を引き起こすことがあります
（複数のユーザが Web インターフェイスを介して同時にアクセスした場合と同様）。

API オーバーヘッドの最小化
デバイス アプリケーションの処理負荷が最小化されるようにアプリケーション アーキテクチャとソフトウェアを設
計することが不可欠です。
これを行うために、次のことを推奨します。





API アプリケーションの実行、およびコマンドのデバイスへの送信には、単一のサーバを使用します。
複数ユーザがアプリケーションを同時に使用する必要がある場合は、サーバ上に Web インターフェイスを提供
するか、サーバと通信するクライアントを記述します。その後、サーバを使用して、クライアントの要求を管理し、
デバイスに直接 API コマンドを送信します。
サーバ上の API アプリケーション内に何らかの形で制御を実装し、デバイスが API 要求によってオーバー
ロードされるのを防ぎます。
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これらの手法の方が、クライアントに API コマンドを直接送信させるよりも、綿密に制御でき、管理不能な数の
API 要求によってデバイス パフォーマンスが損なわれるのを阻止できます。

使用不能または無関係なデータ
API は、要求へ応答するときのネットワークへの影響を最小化するように設計されており、デバイス応答には通
常、無関係なデータやデータが使用できない空のデータ構造は含まれません。
つまり、アプリケーションは、応答に予期されたデータが含まれているかどうかをチェックする責任を担う必要が
あり、さらに、デバイスが予期されたデータを応答しない場合はその状況をグレースフルに処理するように設計
されている必要があります。
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XML-RPC の実装
API は、XML-RPC プロトコルを使用してメッセージを送信するために実装されます。これは、トランスポートとし
て HTTP（またはHTTPS）を使用して、エンコーディングとして XML を使用するリモート プロシージャ コール用
の簡易プロトコルです。XML-RPC は、複雑なデータ構造を送信、処理、および返すことができる一方、できるか
ぎり簡易になるように設計されています。簡素化のため、プラットフォームまたはソフトウェアとの依存関係はなく、
SOAP（Simple Object Access Protocol）が選択されています。
API は、すべてのパラメータと返されるデータを <struct> 要素として実装し、それぞれに明示的に名前が付
けられています。たとえば、device.query コールは currentTime という構造体メンバーとして、単一の
<dateTime.iso8601> 値ではなく、現在時刻を返します。
<member>
<name>
currentTime
</name>
<value>
<dateTime.iso8601>
20130218T10:45:00
</dateTime.iso8601>
</value>
</member>

詳細については、XML-RPC の仕様を参照してください。

Transport
デバイスは、RFC 2616 によって定義されているように、HTTP/1.1 を実装します。ポート 80（デフォルトの
HTTP ポート）またはポート 443（デフォルトの HTTPS ポート）の TCP/IP 接続を介して通信を受信することが
求められます。
アプリケーションは、デバイスの IP アドレス上のパス /RPC2 によって定義された URL（たとえば、
https://10.0.0.53/RPC2）に HTTP POST メッセージを送信する必要があります。
IP アドレスに非標準の TCP ポート番号が追加されている場合は、必要に応じて、非標準の TCP ポートで
HTTP および HTTPS を受信するようにデバイスを設定できます。

エンコーディング
アプリケーションはメッセージを UTF-8 としてエンコードする必要があります。

メッセージ フロー
アプリケーションは通信を開始し、正しく形式化された XML-RPC コマンドをデバイスに送信します。

コマンド例
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<methodCall>
<methodName>flex.conference.destroy</methodName>
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<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>authenticationPassword</name>
<value><string></string></value>
</member>
<member>
<name>conferenceID</name>
<value><string>6f030fa0-08c4-11e2-a57e-000d07100000</string></value>
</member>
<member>
<name>authenticationUser</name>
<value><string>admin</string></value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>

コマンドが正常に形成され、デバイスが応答可能である場合、デバイスは次のいずれかの方法で応答します。


コマンドが成功した場合：
• API メソッドがパラメータを返す場合、「フレキシブル API のコマンド リファレンス（p.37）」で各コマンドにつ
いて説明されているように、デバイスは戻りパラメータ構造を含む XML <methodResponse> メッセージで
応答します。
• API メソッドがパラメータを返さない場合、デバイスは、値 operation successful を持つ単一要素
status で構成される構造を含む XML <methodResponse> メッセージで応答します。
 コマンドが失敗した場合、デバイスは <fault> 構造のみを含む XML <methodResponse> で応答します。
障害コード（p.107）を参照してください。

API メソッドがパラメータを返さない応答の成功例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>status</name>
<value>
<string>operation successful</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodResponse>
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応答の失敗例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<fault>
<value>
<struct>
<member>
<name>faultCode</name>
<value>
<int>4</int>
</value>
</member>
<member>
<name>faultString</name>
<value>
<string>conferenceID: no such conference</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</fault>
</methodResponse>

データ型とサイズ
注：要求または応答の合計サイズは 32 KB です。TelePresence Server は、応答を切り詰める必要がある場合に
は、残りのデータを取得するためのメカニズムを提供するか、または適切な障害コードを返します。
Cisco TelePresence Server API は次の XML-RPC 型を受け入れます。表には、パラメータの説明により限定
された制限がないかぎり、アプリケーションが想定できるデフォルト サイズが示されています。
表 2：API のデータ型とサイズ
タイプ
<string>
<int>
<boolean>
<base64>
<dateTime.iso8601>
<array>
<struct>

受け入れられるデフォルト サイズ
31 文字
符号付き 4 バイト（-2147483648 ～ 2147483647）
1 または 0、true または false
特に明記していないかぎり明示的に制限されない
ISO 8601 形式 例：20140107T13:31:26
該当なし
該当なし

HTTP キープアライブ
アプリケーションは、HTTP キープアライブを使用して、定常的なデバイスのポーリングの結果生じる TCP トラ
フィックの量を削減できます。HTTP キープアライブをサポートするクライアントでは、API 要求の HTTP ヘッダーに
次の行が含まれる場合があります。
Connection: Keep-Alive
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これは、クライアントが HTTP キープアライブをサポートしていることをデバイスに示しています。その後、デバイス
は、応答した後も TCP 接続を維持するように選択できます。デバイスが接続を閉じる場合は、応答で次の HTTP
ヘッダーが返されます。
Connection: close
この行が応答の HTTP ヘッダーにない場合、クライアントは後続の要求に同じ接続を使用できます。
次の場合、デバイスは接続を有効なまま保持しません。




現在の接続が既に要求の許容数を処理している
現在の接続が開かれてから既に許容時間が経過している
開かれている接続数が、この接続を維持する場合の許容数を超えている

これらの制約は、開かれている接続に関連付けられたリソースを制限します。接続が最初の 2 つの理由のいず
れかで終了された場合、クライアントはおそらく、次の要求の後に接続が維持されることを検出します。

注：クライアントは、接続が維持されるものとは想定しません。また、デバイスは、クライアントが 1 分以内に次の
要求を作成しない場合には、開かれている接続を閉じます。このような長い間未使用の接続を開いたまま保持
しても、ほとんどメリットはありません。
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API の概要
認証
注：認証情報はプレーン テキストを使用して送信され、信頼ネットワーク経由でのみ送信する必要があります。
制御アプリケーションは、管理権限を持つユーザとしてデバイス上で自身を認証する必要があります。また、
インターフェイスがステートレスであるため、各コールに次の認証パラメータを含める必要があります。
表 3：認証パラメータ
パラメータ名
authenticationUser

authenticationPassword

タイプ
string

説明
必須。ユーザ名。

string

必須。ユーザ パスワード。

ユーザ名とパスワードが TelePresence Server によって認識されない場合、メソッド コールは認証エラーで失
敗します。

ID およびクライアント参照
ID およびクライアント参照は、最大 50 文字の文字列フィールドです。

ID
TelePresence Server は、リソースと会議オブジェクト（会議、コール）に ID を割り当てます。リソースまたはオ
ブジェクト タイプのプール内にある各 ID は一意です。
API クライアントは、ID を使用してリソースと会議オブジェクトを参照する必要があります。ID 文字列の形式と内
容は変更されることがあり、クライアントは ID の特性に依存しません。
ID フィールドには、TelePresence Server XML-RPC スキーマ内で一貫して使用される明確な名前が指定され
ています。




conferenceID：会議をインスタンス化するときに、TelePresence Server によって割り当てられる会議に固
有の ID。
callID：コールをインスタンス化するときに、TelePresence Server によって割り当てられるコールに固有の ID。
participantID：参加者に固有の ID。参加者には、1 つ以上の関連コールを設定できます。

クライアント参照
クライアント参照は、オブジェクト（この API によって作成）に関連付けられた文字列です。これらの文字列の内容
は、この API のクライアントによって設定されます。
クライアント参照によって、クライアントはオブジェクトの独自の関連付けを作成できます。
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TelePresence Server は、要求に応じてオブジェクトに関連付けられたクライアント参照を返す以外の目的で、
クライアント参照を使用することはありません。
クライアント参照フィールドには、この API の XML-RPC スキーマ内で一貫して使用される次の明確な名前が
指定されています。



conferenceReference：会議用のクライアント参照。
participantReference：参加者用のクライアント参照。

クライアント参照の文字列は、空でない場合にのみ返されます。

会議 URI の ID
会議 URI は、会議への着信コールを照合できる ID です。会議 URI には、次のいずれかの形式を使用できます。



username@domain
123-ABC_example.com

有効な文字は、次のとおりです。





0～9
a～z
A～Z
.-_@（@ は 1 つだけ使用可能)

URI の照合および着信コールの接続
着信コールが TelePresence Server 上のアドレスにダイヤル インするとします。着信コールがダイヤルしたア
ドレスは URI と照合され、次のアルゴリズムを使用して会議に接続されます。
1.
2.
3.

アドレスに完全一致する URI を検索します。見つかった場合は、関連する会議にそのコールを接続します。
アドレスのドメイン部分（存在する場合）を削除し、完全一致する URI を検索します。見つかった場合は、関連
する会議にそのコールを接続します。
コールを拒否します。

URI 照合の例
次の例で、ドメインを持つ会議 URI に対する照合について示します。
URI = conference_1@example.com
• conference_1@example.com へのコールは成功します。
• conference_1@tower.example.com へのコールは失敗します。
• conference_1 へのコールは失敗します。
2. URI = 123456@example.com
• 123456@example.com へのコールは成功します。
• 123456@tower.example.com へのコールは失敗します。
• 123456 へのコールは失敗します。
3. URI = conference_1
• conference_1@example.com へのコールは成功します。
• conference_1@tower.example.com へのコールは成功します。
• conference_1 へのコールは成功します。
1.
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URI = 123456
• 123456@example.com へのコールは成功します。
• 123456@tower.example.com へのコールは成功します。
• 123456 へのコールは成功します。
5. 会議 1 の URI = 789、会議 2 の URI = 789@tower.example.com、会議 3 の URI =
789@example.com
• 789@example.com へのコールは会議 3 に接続すると成功します。
• 789@tower.example.com へのコールは会議 2 に接続すると成功します。
• 789 へのコールは会議 1 に接続すると成功します。
6. 会議 1 の URI = 789、会議 2 の URI = 789@example.com
• 789@example.com へのコールは会議 2 に接続すると成功します。
• 789@tower.example.com へのコールは会議 1 に接続すると成功します。
• 789 へのコールは会議 1 に接続すると成功します。
4.

一意である必要のない URI
特定の条件下にある URI は、一意である必要がありません。すなわち次の条件を満たす場合、TelePresence
Server では、複数の会議接続定義に同じ URI を使用できます。





会議接続定義が、同じ会議にバインドされる。
会議接続定義の PIN が異なる。
URI が、会議がアクティブな期間に会議の参加者 URI として使用されていない。
同じ URI の使用中に PIN の 1 つ（どちらか一方）が空白の可能性がある。

Participants
参加者は、1 つ以上のコールを使用して会議に接続されるエンティティとなる場合があります。参加者の接続は、
次のいずれかになります。




単一画面、単一コール接続。
複数画面、単一コール接続。
複数画面、複数コール接続。

参加者は、会議 URI に接続する着信コールに対して暗黙的に作成されます。その他すべての参加者は、API
を使用して明示的に作成される必要があります。
API は、着信コールまたは発信コール両方の、単一コールおよび複数コールの参加者の作成をサポートしてい
ます。複数コールの参加者の場合、API は着信コールと発信コールの組み合わせをサポートしています。

参加者の会議 URI
参加者は、会議用に定義された URI とは異なる、関連の会議 URI を持つことができます。これらは、参加者の
会議 URI と呼ばれます。各参加者の会議 URI は、単一のアクティブ コールのみをサポートします。参加者の
会議 URI での着信コールは、参加者が定義したとおりに会議に接続されます。
参加者の会議 URI は会議にバインドされるため、アクティベーションおよび有効期間は会議のアクティベーショ
ンおよび有効期間を超えることはありません。
参加者は、参加者の会議 URI での着信コールを拒否したり、既存のコールに置換したりできるように設定でき
ます。
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発信コールの作成
次のルールは、参加者の発信コールの作成に適用されます。




すべての参加者のコールが発信の場合、コールはすぐに作成されます（つまり、参加者が作成したときに作成
されます）。
一部のコールが発信の場合、参加者のすべての着信コールが接続された後に発信コールが作成されます。
すべてのコールが発信の場合、TelePresence Server はエンドポイントにダイヤルするときに PIN を要求しな
いため、flex.participant.create（p.74）によって PIN が許可されません。この場合、TelePresence Server は
障害コード 102 を返します。

参加者の属性
各参加者には、TelePresence Server によって割り当てられる固有の ID（participantID）と、オプションで
クライアントが指定するリファレンス（participantReference）があります。ID およびクライアント参照
（p.12）を参照してください。
参加者を作成した後は、表示名、コール属性、およびメディア リソースのみを変更できます。
参加者に対して、1 つのコール属性セットが定義されます。この属性は、参加者に属するすべてのコールに適用
されます。
各参加者は、1 つのコールをコンテンツ トランスミッタおよびレシーバとして指定し、別のコールを音声トランス
ミッタおよびレシーバとして指定します。単一コールの参加者の場合、コンテンツおよび音声トランスミッタとレ
シーバに指定できるのは、参加者を形成する単一コールのみです。
単一の PIN 指定番号を使用します。この番号は、音声トランスミッタおよびレシーバとして指定されるコールで
入力できます。
参加者に設定されるメディア クレジットおよびトークンは、参加者のメンバーであるコールごとに TelePresence
Server によって使用が予約されます。予約は、参加者の有効期間を通して存在します。
flex.participant.create（p.74）以外のすべてのメソッドには、会議の参加者を識別するための
participantID フィールドが必要です。指定されている participantID が無効の場合、メソッドは「参加
者なし」のエラーで失敗します。
情報を返すすべてのメソッドは、participantID フィールドと、（指定されている場合は）クライアント指定の
participantReference フィールドを返します。

参加者の有効期間
参加者は、1 つの会議のみに関連付けられます。参加者の有効期間は、関連付けられている会議の有効期間
を超えることはできません。参加者のアクティブ化時間は、会議のアクティブ化時間により制限されます。
参加者は、その参加者に属するコールが切断されると自動的に破棄されます。このルールの例外は、この API
を使用して作成され、着信コールがある参加者に適用されます。これらの参加者は、この API を使用して明示
的に破棄されなければ、会議を通して維持されます。また、このような参加者に属するいずれか 1 つのコールが
切断されると、その参加者に接続された他のコールもすべて切断されます。
deferConnect が有効な状態で参加者が設定されている場合、コールが切断されても参加者は破棄されま
せん。参加者は会議に残り、他の参加者が加わるときにリダイヤルされます。
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参加者のメディア配信
メディア リソース値は、次のルールに従って参加者を形成するコールに配信されます。





主要ビデオ トークンは、参加者のすべてのコールに対して適切に分割されます。
拡張ビデオ トークンは、指定されたコンテンツ トランスミッタおよびレシーバに割り当てられます。
音声トークンは、指定された音声トランスミッタおよびレシーバに割り当てられます。
メディア クレジットは、指定されたすべてのトークンの合計に対して十分である必要があります。

「無制限」の整数
この API によって交換される一部のパラメータは、設定オプションを表します。これらは、4 バイトの整数で表す
ことができる値よりも大きい値にすることができます。
これらのオプションでは、API およびクライアント アプリケーションは、整数が無制限の場合に true に設定され
た整数パラメータのブール バージョンを交換できます。ブール パラメータの命名規則では、関連する整数パラ
メータ名の最後に Unlimited を追加する必要があります。
このような値を交換する場合は、2 つのタイプの片方のみが指定され、片方のみが返されます。Cisco
TelePresence Server はこのルールを厳守するため、アプリケーションが両方を渡そうとするとエラーが返され
ます。
たとえば、0 以上の有効な値が指定されている duration という整数フィールドについて考えます。関連する
ブール フィールドの名前は durationUnlimited になります。

次の表に、すべての duration 設定の XML エンコーディングを示します。
表 4：「無制限」の整数の例
値
0 ～ 2,147,483,647
無限/無制限

XML
name
duration

durationUnlimited

type
整数

value
0 ～ 2,147,483,647

boolean

true

値を指定する場合：




2 つのパラメータのうち 1 つのみ必要です。
int が指定されている場合、boolean は暗黙的に false になります。
boolean が true の場合、int は指定しないでください。指定すると、Cisco TelePresence Server はエ
ラーを返します。

メディア クレジット
会議に接続しているすべての参加者は、複数のクレジットを消費します。

注：コールのトークン要件はコールをインスタンス化する前は把握できないため、コールに十分なリソースがある
かどうかを判断するために flex.participant.create または flex.participant.modify は確認
されません。そのため、クライアント側でコールに十分なリソースがあることを確認する必要があります。
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特定の参加者に必要なクレジットの数は、flex.resource.query（p.95）によって返される参加者と
mediaCreditTokenRanges の配列に必要なトークン（主要ビデオ、拡張ビデオ、および音声）の合計から推
測できます。
返される配列は、メディア クレジットからメディア トークンへの有効な変換表になります。たとえば、返される配列
が「48、315、630、840、1260、2520、3780、5040、7560、10080」の場合、次の変換表のように解釈できます。
表 5：メディア クレジットからメディア トークンへのマッピング
メディア クレジット
48

メディア トークン
0 ～ 48

315
630

49 ～ 315
316 ～ 630

840

631 ～ 840

1260

841 ～ 1260

2520

1261 ～ 2520

3780
5040

2521 ～ 3780
3781 ～ 5040

7560

5041 ～ 7560

10080

7561 ～ 10080

API メソッドに指定されるメディア クレジット値が上記の表の「メディア クレジット」列の値と一致しない場合は、
値を次の位まで切り捨てます。48 未満のメディア クレジット値を指定すると、0 のクレジットが割り当てられます。
すべての参加者に、その参加者向けに設定されたトークンを使用するのに十分なクレジットが必要です。API メ
ソッドは、この要件が満たされていないと失敗します。これは、前述のように切り捨てで丸められたメディア クレ
ジット値に適用されます。
参加者のコールは、コールを会議に接続する際に十分なクレジットがなければ拒否されます。

メディアの予約
予約されるメディア リソースは、参加者専用に割り当てられているトークンおよびクレジットです。予約によって、
エンドポイントの接続が成功すると接続の提供に必要なメディア リソースを確保できます。

注：コールのトークン要件はコールをインスタンス化する前は把握できないため、コールに十分なリソースがある
かどうかを判断するために flex.participant.create または flex.participant.modify は確認
されません。そのため、クライアント側でコールに十分なリソースがあることを確認する必要があります。

Enumeration
この API は、会議や参加者などのオブジェクトの増分の列挙をサポートします。次のメソッドは、通常、オブジェ
クト タイプの完全列挙に関連付けられます。



flex.object.enumerate
flex.object.deletions.enumerate
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両方のメソッドとも、Cookie を使用して返す必要があるコンテンツを判断します。列挙を開始するには、Cookie
を指定せずにメソッドを呼び出します。列挙を継続するには、前の呼び出しで返された Cookie を使用してメソッ
ドを呼び出します。
どちらのメソッドもブール パラメータ moreAvailable を返します。このパラメータの値が true の場合、より
多くのデータを使用できます。
増分の列挙を使用してリソース使用量を最適化する方法については、「flex.participant.media.enumerate（p.79）」
を参照してください。

.enumerate メソッド
.enumerate メソッドは、ライブ オブジェクトを列挙するためのもので、新規または変更されたオブジェクトのリ
ストを返します。
.enumerate メソッドを使用するには、以下の点を考慮してください。



最初の呼び出し時点では、Cookie は提供されません。すべてのライブ オブジェクトに関する情報が返されます。
後続の呼び出しでは、Cookie が提供されます。以前の呼び出し以降に変更または追加が行われた（Cookie
により判断）ライブ オブジェクトについては、情報が返されます。

.enumerate メソッドは、列挙を完了できない場合、つまり最後の呼び出し以降に行われたすべての変更また
は追加をリストできない場合、Fault 102: 'cookie is invalid or expired' で失敗することがあり
ます。この場合、実行中および削除の両方の列挙を再起動して、以前の状態を破棄してください。

.deletions.enumerate メソッド
.deletions.enumerate メソッドは、破棄されたオブジェクトを列挙するためのものです。最後の呼び出し以
降に削除された（Cookie により判断）オブジェクトの ID のリストを返します。
.deletions.enumerate メソッドを使用するには、以下の点を考慮してください。



最初の呼び出し時点では、Cookie は提供されず、最初の呼び出しに対して返される ID もありません。
後続の呼び出しでは、Cookie が提供されます。このメソッドの以前の呼び出し以降に削除されたオブジェクト
の ID が返されます。

deletions.enumerate メソッドは、列挙を完了できない場合、つまり最後の呼び出し以降に行われたすべ
ての削除をリストできない場合、Fault 102: 'cookie is invalid or expired' で失敗することが
あります。この場合、実行中および削除の両方の列挙を再起動して、以前の状態を破棄してください。

列挙型メソッドの呼び出し
通常、列挙型メソッドは、イベントのフィードバック通知に対して呼び出されます。メソッドが呼び出され、最後の
呼び出し以降変更が行われていない（Cookie によって判断）場合、空のリストが返されます。
たとえば、実行中の会議に関する情報のリストを維持するには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.
5.

認証（p.124）以外のパラメータを指定せずに flex.conference.deletions.enumerate（p.56）を呼び出し、返さ
れる cookie 文字列パラメータを deletions cookie として保存します。
認証パラメータ以外のパラメータを指定せずに flex.conference.enumerate（p.57）を呼び出します。
ステップ 5 に進みます。
cookie パラメータを live objects cookie に設定して flex.conference.enumerate（p.57）を呼び出します。
返される cookie 文字列パラメータを live objects cookie として保存します。
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

返される会議リストを処理します。
moreAvailable が true の場合、ステップ 4 から繰り返します。
ステップ 13 に進みます。
cookie パラメータを deletions cookie に設定して flex.conference.deletions.enumerate（p.56）を呼び出し
ます（前述および後述の説明を参照）。
返される cookie パラメータを deletions cookie として保存します。
conferenceIDs の配列を処理します。
moreAvailable が true の場合、ステップ 9 から繰り返します。
フィードバック通知を待ちます。
会議が変更または追加された場合は、ステップ 4 に移動します。
会議が削除された場合は、ステップ 9 に移動します。

前述のアルゴリズムでは、列挙の開始時点で、flex.conference.enumerate（p.57）の前に
flex.conference.deletions.enumerate（p.56）が呼び出されます。このため、flex.conference.enumerate（p.57）に
よって返される会議の削除は、発生時に flex.conference.deletions.enumerate（p.56）によって返されます。
また、flex.conference.deletions.enumerate（p.56）は、flex.conference.enumerate（p.57）によって返されてい
ない会議の ID を返すこともあります。これは、flex.conference.enumerate（p.57）が呼び出される前に会議が
作成および破棄された場合、あるいは会議 ID を返せるほど列挙が十分に行われていない場合に起こります。
参加者および参加者のメディア リソースは、次のメソッドと同じ方法で列挙できます。



flex.participant.enumerate（p.77） や flex.participant.media.enumerate（p.79）
flex.participant.deletions.enumerate（p.76）

フィードバック イベントおよび列挙
フィードバック イベントは、会議および参加者の増分の列挙を支援するために生成されます。詳細については、
「フィードバック イベント（p.21）」を参照してください。
会議の場合：




会議が作成または変更されたり、その状態が変化したりすると、flexConferenceEnum イベントが生成さ
れます。新しく追加または変更された会議の情報を取得するには、flex.conference.enumerate（p.57）を呼び
出します。flexConferenceEnum イベントは、flex.conference.enumerate（p.57）によって返されるデータ
に影響する変更や状態の変化に対してのみ生成されます。
会議が破棄されると、flexConferenceDeletionsEnum イベントが生成されます。破棄された会議を特
定するには、flex.conference.deletions.enumerate（p.56）を呼び出します。

参加者の場合：






参加者が作成または変更されたり、その状態が変化したりすると、flexParticipantEnum イベントが生成
されます。新しく追加または変更された参加者の情報を取得するには、flex.participant.enumerate（p.77）を
呼び出します。flexParticipantEnum イベントは、flex.participant.enumerate（p.77）メソッドによって返さ
れるデータに影響する変更や状態の変化に対してのみ生成されます。
参加者が作成されたり、そのメディア リソースの状態が変化したりすると、flexParticipantMediaEnum
イベントが生成されます。参加者のメディア情報を取得するには、flex.participant.media.enumerate（p.79）を
呼び出します。flexParticipantMediaEnum イベントは、flex.participant.media.enumerate（p.79）メソッ
ドによって返されるデータに影響する変更や状態の変化に対してのみ生成されます。
参加者が破棄されると、flexParticipantDeletionsEnum イベントが生成されます。破棄された参加者
を特定するには、flex.participant.deletions.enumerate（p.76）を呼び出します。
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DTMF
DTMF の有効な文字セットは、次のとおりです。


*#0123456789ABCD,

カンマは、遅延を挿入するために使用します。各カンマは、2 秒の遅延を示します。
DTMF 文字列パラメータを取るコマンドでは文字列に非 DTMF ASCII 文字を使用できますが、TelePresence
Server はそれらの文字を無視します。最後まで文字列を処理し、*#0123456789ABCD のセット内の文字の
トーンのみを送信し、カンマごとに 2 秒ずつトーン シーケンスを一時停止します。
TelePresence Server は、文字列に非 ASCII 文字が含まれる場合、エラーを返します。

フィードバック レシーバ
API では、アプリケーションをフィードバック レシーバとして登録することができます。つまり、アクティビティをモ
ニタする場合に、アプリケーションによってデバイスを定常的にポーリングする必要はありません。フィードバック
イベントを使用して、特に複数の API ユーザが存在する場合にポーリングによって発生する可能性のある高い
負荷がかかるのを回避できます。
デバイスは、イベントが発生した時点で、イベントをパブリッシュします。デバイスは、アプリケーションがこれらの
イベントをリッスンしていることがわかっている場合は、イベントの発生時に、XML-RPC メッセージをアプリケー
ション インターフェイスに送信します。

注：TelePresence Server は、アプリケーションが少なくとも 1 つの HTTP 200 OK ヘッダーを提供するものと
予期します。アプリケーションがフィードバック メッセージを受信したことを確認できない場合、TelePresence
Server は警告イベントをログに記録します。






レシーバを登録して、1 つ以上のフィードバック イベント（p.21）をリッスンするには、
feedbackReceiver.configure（p.48）を使用します。
デバイスに設定されたレシーバのリストを返すには、feedbackReceiver.query（p.48）を使用します。
既存のフィードバック レシーバの設定を変更するには、feedbackReceiver.reconfigure（p.49）を使用します。
既存のフィードバック レシーバを削除するには、feedbackReceiver.remove（p.50）を使用します。
特定のフィードバック レシーバのステータスと、それがサブスクライブしているすべてのイベントを表示するに
は、feedbackReceiver.status（p.50）を使用します。

フィードバック レシーバとして登録されると、アプリケーションは指定されたインターフェイスでフィードバック メッ
セージを受信します。

フィードバック メッセージ
フィードバック メッセージは、XML-RPC 応答にデバイスが使用する形式に従います。
メッセージには、2 つのパラメータが含まれます。




sourceIdentifier は、feedbackReceiver.configure または
feedbackReceiver.reconfigure によって設定されることのある、デバイスを識別する文字列です。
設定されていない場合は、デバイスの MAC アドレスとなります。
events は、発生したフィードバック イベントの名前を含む文字列の配列です。
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フィードバック メッセージの例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<methodCall>
<methodName>eventNotification</methodName>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>sourceIdentifier</name>
<value><string>000D7C000C66</string></value>
</member>
<member>
<name>events</name>
<value>
<array>
<data>
<value><string>restart</string></value>
</data>
</array>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>

フィードバック イベント
次の表に、TelePresence Server がパブリッシュすることのあるフィードバック イベントを一覧します。
表 6：フィードバック イベント
イベント
cdrAdded
configureAck
deviceStatusChanged

説明
1 つ以上の新しいコール詳細レコードがログに記録されました
送信元は、アプリケーションがフィードバック レシーバを正常に追加、認識、または削除し
たことを確認応答するために、このイベントをパブリッシュします
TelePresence Server がシャットダウンしたか、機能キーが追加または削除された場合
に生成されます。詳細を確認するには、device.query を呼び出します。

flexAlive

アライブ通知。このイベントは、10 秒ごとに生成されます。TelePresence Server の
稼働状況をモニタする必要がある場合に使用します。「TelePresence Server が稼働し
ていないと見なすタイミング」を参照してください。

flexConferenceDeletionsEnum

1 つ以上の会議が破棄されました。flex.conference.deletions.enumerate（p.56）を
呼び出して、破棄された会議の ID を取得します。

flexConferenceEnum

1 つ以上の会議の状態が変更されました。flex.conference.enumerate（p.57）を呼び出
して、変更を取得します。

flexResourceConfiguration

リソース設定が変更されました。メディア ブレードが追加または削除されました。
flex.resource.query（p.95）を呼び出して、新しい設定を取得します。

flexParticipantAdvancedEnum

参加者が作成されました。または、その状態が変更されました。
flex.participant.advanced.enumerate（p.70）を呼び出して、変更を取得します。
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イベント
flexParticipantDeletionsEnum

説明
参加者が破棄されました。flex.participant.deletions.enumerate（p.76）を呼び出して、
破棄された参加者の ID を取得します。

flexParticipantEnum

参加者が作成されました。または、その状態が変更されました。
flex.participant.enumerate（p.77）を呼び出して、変更を取得します。

flexParticipantMediaEnum

参加者が作成されました。または、そのメディア リソースの状態が変更されました。
flex.participant.media.enumerate（p.79）を呼び出して、変更を取得します。

flexResourceStatus

リソースの使用方法が変更されました（コール、参加者、会議、メディア トークン、および
メディア クレジット）。flex.resource.status（p.96）を呼び出して、変更を取得します。

receiverDeleted

このイベントを受信中のフィードバック レシーバが停止され、その設定が削除されたか、
このイベントが以前の URI に送信された場合に、フィードバック レシーバの URI が変更
されています。
このイベントを受信中のフィードバック レシーバが変更されました。
TelePresence Server が再起動または起動されました。

receiverModified
restart

注：フィードバック レシーバの URI が変更されると、receiverModified および receiverDeleted イベ
ントはフィードバック レシーバの以前の URI に送信されます。
TelePresence Server が稼働していないと見なすタイミング
TelePresence Server の稼働をモニタする場合、最後の flexAlive フィードバック イベントから経過した時間
がフィードバック間隔の 2 倍（つまり、20 秒）を超えなければ稼動中だと考えられます。この時間を過ぎた場合、
flex.resource.status（p.96）によりサーバのステータスを確認する必要があります。応答がない場合のみ、サー
バは稼働していないと見なされます。
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データ構造および列挙型
列挙型
ここで説明する列挙型は、任意の文字列値が適切でない文字列フィールドの動作を説明するのに便利な方法で
す。列挙型は、XML-RPC 仕様の拡張ではありません。
各列挙型には、関連する文字列のリストがあります。パラメータ値が、特定の列挙型に属するものとして説明さ
れる場合、次のようになります。




リストにない入力文字列は、無効なパラメータのエラーを生成します。
リストにある文字列のみが、TelePresence Server によって返されます。
返される文字列の最大長は、リストで最も長い文字列の長さと同じです。

このトピックで説明される列挙型：






















表 7：アクセスレベルの列挙型（p.23）
表 8：動き対鮮明さの列挙型（p.24）
表 9：縦横比の列挙型（p.24）
表 10：単一画面レイアウトの列挙型（p.24）
表 11：複数画面レイアウトの列挙型（p.24）
表 12：コール プロトコルの列挙型（p.24）
表 13：ビデオ形式の列挙型（p.24）
表 14：参加者の暗号化の列挙型（p.25）
表 15：ビデオ送信サイズの列挙型（p.25）
表 16：会議コールの状態の列挙型（p.25）
表 17：コールの状態の列挙型（p.25）
表 18：カスケード ロールの列挙型（p.26）
表 19：最適化プロファイルの列挙型（p.26）
表 20：スイッチング モードの列挙型（p.26）
表 21：マルチストリーム モードの列挙型（p.26）
表 22：参加者の接続状態の列挙型（p.26）
表 23：暗号化ステータスの列挙型（p.27）
表 24：メディア ステータスの列挙型（p.27）
表 25：全画面モードの列挙型（p.27）
表 26：音声ゲイン モードの列挙型（p.28）
表 27：制御レベルの列挙型（p.28）

表 7：アクセス レベルの列挙型
名前
chair

説明
参加者は、司会者として会議にアクセスできます。

ゲスト

参加者は、ゲストとして会議にアクセスできます。

unknown

着信コールは、許可されるまで「unknown」と報告されます（ロビー画面に表示されます）。
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表 8：動き対鮮明さの列挙型
名前
favorMotion

favorSharpness
balanced

説明
高いフレーム レートを使用します。
高解像度を使用します。
フレーム レートは、12 fps 以上です。

表 9：縦横比の列挙型
名前
onlyFourToThree

onlySixteenToNine

allowAllResolutions

説明
4：3 のみ。
16：9 のみ。
4：3 と 16：9 が許可されます。

表 10：単一画面レイアウトの列挙型
名前
layoutSingle

layoutActivePresence
layoutProminent
layoutEqual

説明
全画面表示のみ。
アクティブ プレゼンス：PIP のある全画面。
1 つの大きいペインと最大 4 つの小さいペイン。
同じサイズの複数ペイン。

表 11：複数画面レイアウトの列挙型
名前
layoutSingle

layoutActivePresence

説明
全画面表示のみ。
アクティブ プレゼンス：PIP のある全画面。

表 12：コール プロトコルの列挙型
名前
h323
sip

説明
H.323 プロトコル。
SIP（セッション開始プロトコル）。

表 13：ビデオ形式の列挙型
名前
NTSC
PAL

説明
全国テレビジョン方式委員会（NTSC）ビデオ形式、30 fps。
位相反転線（PAL）ビデオ形式、25 fps。
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表 14：参加者の暗号化の列挙型
名前
禁止

説明
暗号化が拒否されます。

required

暗号化は必須です。

オプション

暗号化はサポートされますが、必須ではありません。

表 15：ビデオ送信サイズの列挙型
名前
none

説明
送信中にビデオ サイズは変更できません。

dynamicResolution

送信中にビデオ サイズを最適化することができます。

dynamicCodecAndResolution 送信中やダイナミック コーデックの選択時に、ビデオ サイズを最適化することができ
ます。

表 16：会議コールの状態の列挙型
名前
アイドル

説明
初期状態。

pinEntry

コールは、PIN を入力して進める必要があります。

blank

welcome

awaitingChair

awaitingAccept

空のビデオ（および無音)を表示します。
会議のようこそ画面を表示します。
アクティブ化する前に 1 人以上の司会者である参加者の参加を待ちます。
会議コールの参加を許可または拒否するために司会者である参加者を待ちます。

complete

コールが会議に完全に接続されました。

接続解除

退室ロビーが表示されます。

表 17：コールの状態の列挙型
名前
callStateIdle

callStateAlerting

説明
コールは非アクティブです。
エンドポイントは呼び出し中です。

callStateAnswering コールは接続処理中です。

callStateConnected エンドポイントが接続されています。
callStateRetrying
callStateFailed

コールの再試行中です。
コールはすべての再試行に失敗しました。

注：参加者がすべての発信コールを実行する中で、音声受信者のコールが再試行にすべて失敗
した場合、すべての参加者のコールが破棄されるためコールの状態は表示されません。
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表 18：カスケード ロールの列挙型
cascadeRole 値
cascadeNone
cascadeMaster
cascadeSlave

説明
参加者はカスケード リンクではありません。
参加者は、少なくとも 1 つの他の TelePresence Server があるカスケード リンクのマスターです。この
終端は、スター トポロジの中央ノードです。
この参加者は、マスター TelePresence Server に対するカスケード リンクのスレーブです。この終端
は、スター トポロジの外部ノードです。

表 19：最適化プロファイルの列挙型
optimizationProfile 値
maximizeEfficiency
favorEfficiency
favorExperience
maximizeExperience

説明
スクリーン ライセンスが積極的に維持されます。この値は、使用可能なリソースのほとんど
のコールを提供します。
効率性と経験のバランスを表し、要求された解像度の許可よりもスクリーン ライセンスの
維持を優先します。
これがデフォルトです。効率性と経験のバランスを表し、スクリーン ライセンスの維持よりも
要求された解像度の許可を優先します。
スクリーン ライセンスがさらに迅速に割り当てられます。この値は、4 つのプロファイルの
最高のエクスペリエンスを実現します。
帯域幅による最適化（optimizationProfile を capabilitySetOnly に設定す
ること）が無効な場合、コールはより低い帯域幅でより高い解像度を実現しますが、割り
当て効率の悪さが利益を上回ることがあります。

capabilitySetOnly

これは、TelePresence Server 3.1 の動作です。
TelePresence Server は、スクリーン ライセンス要件を管理システムに報告する際、エン
ドポイントの公表されている最大解像度のみを考慮します。エンドポイントの公表されてい
る受信帯域幅に基づいてリソースを報告しようとはしません。

表 20：スイッチング モードの列挙型

displayLayoutSwitchingMode 値
switchingRoomSwitched
switchingSegmentSwitched

説明
ルーム スイッチングが使用されます。ルームから参加者が話すと、ルームのす
べてのセグメント（パネル）が 3 画面のエンドポイントで表示されます。
セグメント スイッチングが使用されます。ルームから参加者が話すと、ルームの
それらのセグメント（パネル）のみが 3 画面のエンドポイントで表示されます。

表 21：マルチストリーム モードの列挙型
multistream 値
multistreamOff
multistreamOn

説明
マルチストリームはサポートされません。
マルチストリームがサポートされます。

表 22：参加者の接続状態の列挙型
connectionState 値
disconnected
接続

説明
この参加者のすべてのコールが切断されています。
参加者のコールの少なくとも 1 つが、まだ完全に会議に接続していません。これには、ようこそ
画面または [Waiting for conference chair to join] ロビー画面のコールが含まれます。
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connectionState 値
接続
onHold
接続解除
neverConnected
deferred
partiallyFailed
audioReceiverFailed

説明
すべての参加者のコールが完全に接続され、会議でアクティブになっています。
参加者のコールはすべて接続されていますが、参加者は保留中です（メディアを送信または受
信しません）。
参加者には、切断前に退室ロビーが表示されています。
参加者には少なくとも 1 つの設定済み URI があり、コールを受信したことがありません。
参加者は、deferConnect が有効で、その他のコールを待機しています。
1 つ以上の発信コールで、すべての再試行に失敗しました。
発信の音声受信者コールは、発信コールのみの参加者で失敗しました。

注：これは、すべてのコールの再試行が失敗して、接続していないことを示します。失敗した音声
受信者コールによって、発信コールのみの参加者ですべてのコールが切断されるためです。

注：接続中とは、ロビーを通過するか PIN を入力して、完全に会議に参加していることを意味します。
表 23：暗号化ステータスの列挙型
encryptionStatus 値
unknown
encrypted
mixed
unencrypted

説明
暗号化ステータスは、ネゴシエート中のため不明です。
関連するすべてのチャネルが暗号化されます。
関連するチャネルの一部は暗号化され、その他は暗号化されません。
関連するすべてのチャネルが暗号化されません。

表 24：メディア ステータスの列挙型
encryptionStatus 値
notNegotiated
inUse
notInUse
muted

説明
関連するチャネルがネゴシエートされていません。複数のチャネルがある場合、このステータス
は、関連するカテゴリにネゴシエートされているチャネルがないことを示します。
関連するチャネルが使用中か、またはカテゴリの少なくとも 1 つのチャネルが使用中です。
関連するチャネルはネゴシエートされていますが、使用されていません。複数のチャネルがある
場合、このステータスはどのチャネルも使用されていないことを示します。
関連するチャネルはネゴシエートされていますが、ミュートされています。複数のチャネルがある場
合、このステータスは、関連するカテゴリのすべてのチャネルがミュートされていることを示します。

表 25：全画面モードの列挙型
名前
never

説明
複数画面のエンドポイントで表示する場合、単一画面の参加者からのストリームは全画面のペインには表示さ
れません。

always

単一画面の参加者からのストリームは、複数画面のエンドポイントの全画面のペインで常に表示できます。

dynamic

allowed の場合、単一画面の参加者からのストリームは、複数画面のエンドポイントの全画面のペインで常
に表示できます。
ただし、その他の複数画面のエンドポイントを表示する場合、単一画面の参加者は、複数画面のエンドポイント
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名前

説明
の全画面のペインには表示されません。この場合、単一画面のエンドポイントのビューは、小型の連続表示ペ
インに制限されます。

表 26：音声ゲイン モードの列挙型
名前
gainModeDisabled

gainModeAutomatic
gainModeFixed

説明
ゲインは音声に適用されません。
適用されるゲイン レベルは、自動的に計算され、会議の音声レベルを標準化します。
適用されるゲイン レベルは固定値で、個別に指定されます。

表 27：制御レベルの列挙型
名前
controlNone

controlLocal
controlConference

説明
参加者は、会議設定を制御する権限を持ちません。
参加者は、ローカル会議設定（参加者独自のエンドポイントに関連する会議の設定など）を制御
する権限を持ちますが、他の参加者に影響する会議の設定を制御する権限は持ちません。
参加者は、会議のロックや他の参加者の切断といった他の参加者に影響する会議設定を制御
する権限を持ち、ローカル会議設定（ローカル エンドポイントで表示される会議レイアウトの変更
など）を制御する権限も持ちます。

構造
次の構造体は、この API の複数のメソッドで使用されます。1 つのコマンドのみに適用可能なその他の構造体
については、そのコマンドとともに「フレキシブル API のコマンド リファレンス（p.37）」で説明されています。






メディア トークンの構造体（p.28）
参加者のメディア リソースの構造体（p.29）
コール属性構造体（p.30）
会議 URI の詳細の構造体（p.35）
参加者コール定義構造体（p.36）

メディア トークンの構造体
メディア トークンは、会議および参加者に割り当てるときにメディア リソースをどのように使用するのかを説明す
るために使用されます。
メディア トークン パラメータは、次の表で説明する形式の構造として渡されます。この構造体は、このマニュアル
では mediaTokens 構造体と呼ばれます。
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表 28：メディア トークンの構造体メンバー
パラメータ名
total
maxPerChannel

タイプ
整数（>= 0）
整数（>= 0、
<= 合計）
maxPerChannelUnlimited boolean

説明
必須。すべてのチャネルで使用可能なメディア トークンの合計最大数。
チャネルで使用可能なメディア リソースの最大数。デフォルト：
maxPerChannelUnlimited を参照。
チャネルに使用できるリソースの数が無制限かどうかを示します。「無制限」
整数（p.16）を参照してください。デフォルト：true。

TelePresence Server にこの構造体を指定する場合：





maxPerChannel および total の負の値は、無効なパラメータ値です。
maxPerChannel と maxPerChannelUnlimited のどちらも指定されていない場合、
maxPerChannelUnlimited はデフォルトで true になります。
maxPerChannelUnlimited が true の場合、1 チャネルあたりのシステム メディア トークンの制限が適
用されます。
1 チャネルあたりのシステム メディア トークンの制限は、flex.resource.query（p.95）メソッドを使用して取得さ
れ、maxMediaTokensPerChannel フィールドの値になります。

この構造体が TelePresence Server によって返される場合：



maxPerChannelUnlimited フィールドは、値が true に設定されている場合にのみ表示されます。
maxPerChannel フィールドは、使用可能なリソース数に上限があり、maxPerChannelUnlimited の値
が false に設定されている場合にのみ表示されます。

参加者のメディア リソースの構造体
参加者のメディア リソースの構造体のパラメータ コレクションでは、参加者のメディア リソース設定について説
明します。
この構造体は、このマニュアルでは participantMediaResources 構造体と呼ばれます。
表 29：参加者のメディア リソースの構造体メンバー
パラメータ名
mediaTokensMainVideo

タイプ
構造体

mediaTokensExtendedVideo 構造体
mediaTokensAudio
numMediaCredits

説明
参加者内の主要ビデオに割り当て可能な最大リソース数を表すメディア
トークン値。「メディア トークンの構造体（p.28）」を参照してください。
参加者内の拡張ビデオに割り当て可能な最大リソース数を表すメディア
トークン値。「メディア トークンの構造体（p.28）」を参照してください。

構造体

参加者内の音声に割り当て可能な最大リソース数を表すメディア トークン
値。「メディア トークンの構造体（p.28）」を参照してください。

整数
（>= 0）

参加者に設定されるクレジットの数。メディア クレジット（p.16）を参照してく
ださい。

participantMediaResources 構造体のすべてのメンバーは必須です。実際には、次のパラメータが常に
存在しなければならないことを意味します。





participantMediaResources.mediaTokensMainVideo.total
participantMediaResources.mediaTokensExtendedVideo.total
participantMediaResources.mediaTokensAudio.total
participantMediaResources.numMediaCredits
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participantMediaResources フィールドが更新されると、構造体のすべてのメンバーが変更されます。未
指定のオプション フィールドは、デフォルト値に設定されます。たとえば、1 チャネルあたりのメディア リソース使
用量が更新時に指定されないと、デフォルト値が適用され、無制限に設定されます。

注：コールのトークン要件はコールをインスタンス化する前は把握できないため、コールに十分なリソースがある
かどうかを判断するために flex.participant.create または flex.participant.modify は確認
されません。そのため、クライアント側でコールに十分なリソースがあることを確認する必要があります。
participantMediaResources.numMediaCredits は、メディア トークン値の合計よりも大きいか等しい
値にする必要があります。「メディア クレジット（p.16）」で説明されている制限に従います。
participantMediaResources は、API の複数のポイントで設定できます。参加者のメディア リソースは、
次の優先順で選択されます。
1.
2.
3.

参加者の仕様（参加者の作成および参加者の変更）（定義されている場合）
会議 URI（定義されている場合）
会議のデフォルト仕様（常に定義される）

コール属性の構造体
コール属性が許可される場合：
コール属性は、表 30：callAttributes 構造体メンバー（p.31）に示されているように、callAttributes 構造体
を指定することによって次の場所で指定できます。






参加者の仕様（flex.participant.create（p.74）コマンドを参照）
参加者の変更（flex.participant.modify（p.81）コマンドを参照）
会議 URI の仕様（「会議 URI の詳細の構造体（p.35）」を参照）
会議の作成（flex.conference.create（p.51）コマンドを参照）
会議の変更（flex.conference.modify（p.59）コマンドを参照）

コール属性の取得方法
会議の作成時に callAttributes 構造体を指定すると、その値はその後作成する会議 URI または参加者
のデフォルトになります。その時点で構造体を指定しなかったり、オプションのメンバーを省略すると、省略され
たパラメータは、のちに TelePresence Server によって値が使用されたり返されたりするときに（表 30：
callAttributes 構造体メンバー（p.31）にリストされている)デフォルト値を取ります。
また、会議 URI や参加者を作成または変更するときに callAttributes を指定することもできます。コール
属性間に重複がある場合、「最も近い」参加者を指定した属性が次のように優先されます。




参加者に指定されたコール属性は、会議 URI または会議用に指定されたコール属性よりも優先されます。
会議 URI に指定されたコール属性は、会議に指定されたコール属性よりも優先されます。
属性を指定すると、デフォルトよりもその属性が優先されます。

すべての callAttributes フィールドの値は、参加者がインスタンス化されるときに設定されます。これは、会
議コール属性または会議 URI のコール属性が後で変更されても既存の参加者に影響しないことを意味します。
現在、最大 2 つのコール属性インスタンスが送信元として使用されます。


発信コール
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1.
2.


flex.participant.create メソッドで指定されたコール属性
会議のデフォルト コール属性
着信コール
• 会議 URI

1.

会議 URI に指定されたコール属性
• 複数の PIN が同じ URI に指定されている場合、コール属性はまず、次の基準で検出される会議接続定
義から適用されます。
1.最大のメディア クレジット値が含まれている会議接続定義
2.accessLevel が chair の会議接続定義
3.URI の配列で指定された最初の会議接続定義
• PIN を入力すると、入力した PIN の会議接続定義に合わせてコール属性が変更されます。
2. 会議のデフォルト コール属性
• 参加者の会議 URI
1.

PIN 固有のコール属性（flex.participant.create メソッド、「PIN」配列で指定)
• これらのコール属性は、すぐには適用されません。コールによって参加者が追加され、PIN が正しく入力さ
れると、これらのコール属性が以前に次のレベルで設定されたコール属性を上書きします。
2. 参加者のコール属性（flex.participant.create メソッドで指定）
3. 会議のデフォルト コール属性
次の表に、この構造体によって受け入れられるパラメータを示します。
表 30：callAttributes 構造体メンバー
パラメータ名
accessLevel

タイプ
string

説明
接続時にこの参加者に関連付けられるアクセス レベル。アクセス
レベル、列挙型（P.23）を参照してください。デフォルト：chair。

注：着信コールは、それらが承認される（ロビー画面に達する）ま
で、unknown としてレポートされます。
暗号化

string

autoDisconnect

boolean 会議に接続された唯一のコールが autoDisconnect に設定さ
れている場合、このコールが自動的に切断されるかどうかを示し
ます。デフォルト：false。

maxTransmitPacketSize

整数
IP ヘッダーを含め、TelePresence Server が送信するビデオ パ
（428 ～ ケットの最大サイズ（バイト単位）を設定します。
1448）
ビデオ パケットの最大可能サイズを設定する場合、IPv4 ネット
ワークでは 1428、IPv6 ネットワークでは 1448 を使用します。

暗号化設定。「表 13：参加者の暗号化の列挙型（p.25）」を参照
してください。デフォルト：optional。

パスに既知のパケット サイズ制限がない場合は、デフォルト
（1400）またはそれ以上を使用することを推奨します。これによっ
て、TelePresence Server は使用可能な帯域幅を最も効果的に
使用できるようになります。
より小さい最大伝送ユニット（MTU）を必要とするネットワークに対
してパケットが大きすぎる場合、ネットワーク要素はパフォーマンス
を低下させる可能性があるパケットを断片化して再統合します。
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パラメータ名
packetLossThreshold

タイプ
整数
（0 ～
100）

説明
パケット損失率（予測した 1000 パケットあたりの割合）が短期間
でこのしきい値を超えると、パケット損失が報告されます。0 ～
10 % のしきい値を設定できます。
デフォルト：5（0.5 %に等しい）。

videoRxFlowControlOnErrors

videoRxFlowControlOnViewedSize

boolean ビデオ エラーのフロー制御。デフォルト：true。
boolean 表示サイズに基づくフロー制御。デフォルト：true。
このパラメータは、バージョン 4.0 で次のように変更されていま
す。true の場合、フロー制御はビデオ ストリームが誰にも表示
されていない場合にのみ適用されます。以前、この最適化は、ス
トリームが低い解像度で表示されている場合にも適用されていま
した。

videoTxSizeOptimization

string

presentationContributionAllowed

boolean エンドポイントが会議にプレゼンテーションを配信できるかどうか
を示します。デフォルト：true。

presentationTakeoverAllowed

boolean 会議にアクティブなプレゼンテーションが存在しても、エンドポイン
トがプレゼンテーションの配信を開始できるかどうかを示します。
デフォルト：true。

videoTxPresentationAllowed

boolean エンドポイントが拡張ビデオ チャネルでプレゼンテーションを受信
できるかどうか（使用可能な場合）を示します。デフォルト：true。

ビデオ送信サイズの設定。「表 14：ビデオ送信サイズの列挙型
（p.25）」を参照してください。デフォルト：
dynamicCodecAndResolution。

videoTxPresentationMainVideoAllowed boolean エンドポイントが主要ビデオ チャネルでプレゼンテーションを受信
できるかどうかを示します（拡張ビデオ チャネルが使用できない
か無効な場合、または使用できるリソースが不十分な場合）。複
数コールの参加者の場合、このオプションは常に false になり
ます。true に設定すると、暗黙的に false に設定されます。
暗黙の変更は、flex.participant.query（p.82）の戻り値に反映さ
れます。デフォルト：true。
audioStereoEnabled

audioDirectionalEnabled

boolean ステレオのサポートが有効かどうかを示します。デフォルト：true。
boolean 指向性オーディオが有効かどうかを示します。デフォルト：true。

indicateUnencryptedParticipants

boolean 暗号化されていないアイコンを表示するかどうかを示します。デ
フォルト：true。

indicateAudioOnlyParticipants

boolean 指定されたエンドポイントのレイアウトに表示可能な数よりも多く
の参加者が会議に出席すると、参加者のオーバーフロー アイコ
ンが表示されます。デフォルト：true。

mainVideoTxPictureAspectRatio

string

主要ビデオ チャネルの許容縦横比。「表 8：縦横比の列挙型
（p.24）」を参照してください。デフォルト：onlySixteenToNine。

extendedVideoTxPictureAspectRatio string

拡張ビデオ チャネルの許容縦横比。「表 8：縦横比の列挙型（p.24）」
を参照してください。デフォルト：allowAllResolutions。

videoTxFormat

string

ビデオ形式。「表 12：ビデオ形式の列挙型（p.24）」を参照してくだ
さい。デフォルト：NTSC。

videoTxMotionSharpness

string

動きの鮮明さの設定。「表 7：動き対鮮明さの列挙型（p.24）」を参
照してください。デフォルト：balanced。

videoRxClearVisionEnabled

boolean ClearVision を使用した拡張が可能かどうかを示します。デフォ
ルト：true。
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パラメータ名
video60fpsEnabled

タイプ
説明
boolean 1 秒あたり 60 フレームのサポートが有効かどうかを示します。
デフォルト：true。

fullScreenMode

string

displaySelfView

boolean 参加者が他の参加者と同様に自身を表示するかどうかを示しま
す。デフォルト：false。

displayShowBorders

boolean ペインを枠線で囲んで視覚的に区切るかどうかを示します。
デフォルト：true。

displayDefaultLayoutSingleScreen string

単一画面のエンドポイントの全画面表示の設定。「表 24：全画面
モードの列挙型（p.27）」を参照してください。デフォルト：
always。

単一画面のエンドポイントに使用するレイアウト方式。「表 9：単一
画面レイアウトの列挙型（p.24）」を参照してください。デフォルト：
layoutActivePresence。

注：これは、マルチストリーム コールには影響しません。
displayDefaultLayoutMultiScreen

string

複数画面のエンドポイントに使用するレイアウト方式。「表 10：複数
画面レイアウトの列挙型（p.24）」を参照してください。デフォルト：
layoutActivePresence。

注：これは、マルチストリーム コールには影響しません。
displayForceDefaultLayout

boolean true の場合、参加者は FECC、DTMF、または ActiveControl
を使用して表示レイアウトを変更することはできません。エンドポ
イントに送信されたレイアウトは、強制的にそのタイプのエンドポ
イントに設定された値になります。つまり、
displayDefaultLayoutSingleScreen または
displayDefaultLayoutMultiScreen の値になります。
デフォルト：false。

注：これは、マルチストリーム コールには影響しません。
displayShowEndpointNames

boolean エンドポイント名をパネル ラベルとして表示するかどうかを示しま
す。デフォルト：true。

audioReceiveGainMode

string

audioReceiveGain

「表 25：音声ゲイン モードの列挙型（p.28）」を参照してください。
gainModeDisabled、gainModeAutomatic、または
gainModeFixed のいずれかになります。デフォルトは、
gainModeAutomatic です。
整数
audioReceiveGainMode が gainModeFixed の場合に受
（-12000 信する音声のゲイン。単位はミリデシベルで、デフォルト値は 0
～
です。
+12000） このコール属性は、audioReceiveGainMode の他の値には
不要で、指定されている場合は無視されます。

audioTransmitGain

ミリデシベル単位で測定された送信音声のゲイン。デフォルト：0。
整数
（-12000
～
+12000）
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パラメータ名
forceTIP

タイプ
説明
boolean エンドポイントが TIP 対応だと示されていなくても、TIP
（TelePresence 互換性プロトコル）の使用を強制するかどうかを
定義します。デフォルト：false。
このレガシー設定は、レガシー TIP エンドポイントをサポートする
ために API で保持されます。機能低下の可能性があるため、他
の状況での使用は推奨されません。

audioRxStartMuted
videoRxStartMuted
audioTxStartMuted
videoTxStartMuted
autoReconnect
recordingDevice

boolean エンドポイントからの音声をコールの開始時にミュートするかどう
かを示します。デフォルト：false。
boolean エンドポイントからのビデオをコールの開始時にミュートするかど
うかを示します。デフォルト：false。
boolean エンドポイントへの音声をコールの開始時にミュートするかどうか
を示します。デフォルト：false。
boolean エンドポイントへのビデオをコールの開始時にミュートするかどうか
を示します。デフォルト：false。
boolean 異常が原因でドロップされた発信コールを再接続するかどうかを示
します。着信コールには影響しません。alwaysReconnect が
true の場合、この設定は無視されます。デフォルト：false。
boolean 受信したビデオをミュートしたり他のエンドポイントに録音アイコン
を表示したりすることによって、このコールを録音デバイスとして
扱うかどうかを示します。デフォルト：false。

recordingDeviceIndicateOnly

boolean 他のエンドポイントに録音アイコンを表示することによって、この
コールを録音デバイスとして示すかどうかを示します。受信したビ
デオはミュートされません。デフォルト：false。

deferConnect

boolean TelePresence Server からダイヤルされたコールのみに適用さ
れます。
true の場合、TelePresence Server は少なくとも 1 つの他の
コールが会議に接続されるまでこのコールの接続を延期します。
false の場合、TelePresence Server は会議が始まるとすぐに
コールを接続します。デフォルト：false。

alwaysReconnect

boolean true の場合、TelePresence Server はすべての切断状態でこ
のコールを再接続します。TelePresence Server からダイヤルさ
れたコールのみに適用されます。デフォルト：false。

注意：この機能は、統合システムを再接続するためのものです。
ユーザ エンドポイントは計画的な切断の後、必ずリダイヤルされ
るため、ユーザ エンドポイントと一緒に直接この機能を使用しな
いでください。
iXEnabled
displayLayoutSwitchingMode

boolean このコールで iX プロトコルを有効にするかどうかを定義します。
この属性は、コールの開始時から有効で、コール中に変更するこ
とはできません。デフォルト：true。
string
このマルチカメラ システムの表示を 3 画面のエンドポイントの
表示に切り替える方法を定義します。
switchingRoomSwitched または
switchingSegmentSwitched のいずれかになります。
デフォルトは、switchingSegmentSwitched です。列挙型
（p.23）を参照してください。
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パラメータ名

タイプ

説明

注：これは、マルチストリーム コールには影響しません。
indicateMuting

boolean TelePresence Server で音声がミュートされていることを示すアイコ
ンを参加者に表示するかどうかを定義します。true にすると、参加
者がミュートされているときにアイコンが表示されます。デフォルト：
true。
boolean 参加者が *6 を押して音声のミュートまたはミュート解除を実行で
きるかどうかを定義します。true にすると、参加者は *6 の組み
合わせを使用してミュート/ミュート解除できます。

allowStarSixMuting

デフォルト：true。
multistreamMode

string

マルチストリームをコールに使用する場合に選択します。「表 20：
マルチストリーム モードの列挙型（p.26）」を参照してください。
デフォルトは、multistreamOn です。
boolean 画面メッセージを表示します。デフォルト：true。

displayOnScreenMessages

会議 URI の詳細の構造体
会議 URI の詳細の構造体は、会議 URI とそれに関連するアクセス レベルおよびメディア リソースを定義します。
表 31：会議接続定義
パラメータ名
URI
callBandwidth
PIN

callAttributes

タイプ
文字列（80）

説明
必須。この会議に接続するためにエンドポイントで使用さ
れる文字列。「会議 URI の ID（p.13）」を参照してください。

整数（>=
必須。1 秒あたりのビット数単位で測定される接続帯域
minCallBandwidth および 幅。「flex.resource.query（p.95）」を参照してください。
<= maxCallBandwidth）
文字列（40）

この URI およびアクセス レベルの会議の PIN。参加者
は、関連する会議 URI にコール インするときにのみこの
PIN を指定する必要があります。PIN は、TelePresence
Server がエンドポイントにコールする場合は要求されま
せん。デフォルト：空。

構造体

このコール属性の構造体（p.30）には、前述の URI を使
用して会議に接続するコールに適用される属性が含まれ
ています。
「コール属性構造体（p.30）」および「コール属性の取得方
法（p.30）」を参照してください。
デフォルト：会議のデフォルト コール属性を継承。
「flex.conference.create（p.51）」および
「flex.conference.modify（p.59）」を参照してください。

participantMediaResources 構造体

参加者のメディア リソースの構造体（p.29）には、参加者
のメディア リソース設定を定義するパラメータが含まれて
います。
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participantMediaResources が設定されていない場合、会議のデフォルトの
participantMediaResources の設定が適用されます。

参加者コール定義構造体
単一の参加者のコールは、着信または発信のいずれかとして定義できます。両方は定義できません。このため、
着信コールと発信コールの 2 つのコール定義の構造体があります。
表 32：着信の参加者コール定義の構造体メンバー
パラメータ名
URI

タイプ
文字列（80）

説明
必須。この会議に接続するのに使用する文字列。
「参加者の会議 URI（p.14）」を参照してください。

callBandwidth

整数（>= minCallBandwidth
および <= maxCallBandwidth）

必須。1 秒あたりのビット数単位で測定される接続帯域
幅。「flex.resource.query（p.95）」を参照してください。

disconnectOnIncoming boolean

URI を介して着信コールが届いたときに既存のコール
（存在する場合）を切断するかどうかを示します。デフォ
ルト：false。

表 33：発信の参加者コール定義の構造体メンバー
パラメータ名
タイプ
remoteAddress 文字列（80）
protocol

説明
必須。エンドポイント アドレスまたは E164 番号の形式で表さ
れたエンドポイントのアドレス。

string

必須。発信コールのみに対するコール制御プロトコル。列挙
型（p.23）を参照してください。

callBandwidth 整数（>= minCallBandwidth および
<= maxCallBandwidth）
toOverride

文字列

必須。1 秒あたりのビット数単位の接続帯域幅。
「flex.resource.query（p.95）」を参照してください。
オプション。指定すると、この URI で SIP To-URI が上書きさ
れます。最大 80 文字。発信 SIP コールのみに使用します。

参加者の PIN 定義
着信コールがある参加者の場合、指定の URI に最大 2 つの PIN を指定できます。
表 34：着信参加者の PIN 定義
type
パラメータ名
PIN
文字列
callAttributes callAtributes
構造体

説明
必須。この参加者 URI の PIN（最大 40 文字）。
前述の参加者 URI（アクセス レベルなど）を使用して会議に接続するコールに適用され
る属性。ここで定義する設定は、会議のデフォルトのコール属性で定義された設定を上
書きします。未定義のメンバーの値は、未設定と見なされます。「コール属性構造体
（p.30）」および「コール属性構造体（p.30）」を参照してください。
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フレキシブル API のコマンド リファレンス
ここでは、動作モードが flexible に設定されている場合に使用可能な各コマンドのリファレンスを掲載します。
コマンドは、クエリまたは変更するオブジェクト別にアルファベット順でグループ化されています。コマンドごとに
次の情報が提供されています。




コマンドの結果の説明
受け入れられるパラメータ、およびそれらが必須かどうか
返されるパラメータ、およびそれらが条件付きで返されるかどうか

コマンド名をクリックすると、コマンドの詳細を確認できます。





































callHome.configure（p.38）
callHome.query（p.39）
cdrlog.enumerate（p.39）
cdrlog.query（p.40）
device.feature.add（p.41）
device.feature.remove（p.41）
device.health.query（p.41）
device.network.modify（p.42）
device.network.query（p.43）
device.query（p.45）
device.restart（p.46）
device.restartlog.query（p.46）
device.time.modify（p.47）
device.time.query（p.47）
feedbackReceiver.configure（p.48）
feedbackReceiver.query（p.48）
feedbackReceiver.reconfigure（p.49）
feedbackReceiver.remove（p.50）
feedbackReceiver.status（p.50）
flex.call.status（p.50）
flex.conference.create（p.51）
flex.conference.deletions.enumerate（p.56）
flex.conference.destroy（p.57）
flex.conference.enumerate（p.57）
flex.conference.getMetadata（p.59）
flex.conference.modify（p.59）
flex.conference.query（p.64）
flex.conference.sendUserMessage（p.68）
flex.conference.sendWarning（p.68）
flex.conference.status（p.69）
flex.licenseMode.modify（p.70）
flex.licenseMode.verify（p.70）
flex.participant.advanced.enumerate（p.70）
flex.participant.call.disconnect（p.73）
flex.participant.clearImportant（p.74）
flex.participant.create（p.74）
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flex.participant.deletions.enumerate（p.76）
flex.participant.destroy（p.77）
flex.participant.enumerate（p.77）
flex.participant.media.enumerate（p.79）
flex.participant.modify（p.81）
flex.participant.query（p.82）
flex.participant.requestDiagnostics（p.83）
flex.participant.requestPreview（p.89）
flex.participant.sendDTMF（p.91）
flex.participant.sendUserMessage（p.91）
flex.participant.setImportant（p.92）
flex.participant.setMute（p.92）
flex.participant.status（p.92）
flex.resource.query（p.95）
flex.resource.status（p.96）
logs.syslog.modify（p.97）
logs.syslog.query（p.97）
services.modify（p.98）
services.query（p.98）
sip.modify（p.99）
sip.query（p.99）
system.info（p.100）
user.create（p.101）
user.destroy（p.102）
user.enumerate（p.103）
user.modify（p.102）

callHome.configure
診断データをシスコの Call Home サービスに自動的にレポートするように TelePresence Server を設定します。
この機能はデフォルトでは無効になっていますが、デバイスの可能なかぎり最適なサポートを確保するために有
効にすることを強く推奨します。

注：TelePresence Server は現在、匿名レポートのみをサポートしています。
表 35：callHome.configure の入力
パラメータ名 タイプ
mode
string

説明
Call Home モードを設定します。disabled または anonymous のいずれかになります。
暗号化機能キーが存在する場合は、anonymous にのみ設定できます。設定されていない場合の
デフォルトは disabled です。
現在の設定を変更しない場合は、パラメータを省略します。

automatic boolean

自動 Call Home を制御します。
true は自動 Call Home を有効にします。false は自動 Call Home を無効にします。モードが
anonymous の場合のみ、効力があります。
現在の設定を変更しない場合は、パラメータを省略します。
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callHome.query
TelePresence Server をクエリして、Call Home 設定を取得します。この機能は、シスコの Call Home サービ
スに診断データをレポートします。

注：TelePresence Server は現在、匿名レポートのみをサポートしています。
表 36：callHome.query の戻りデータ
パラメータ名
mode

タイプ
string

automatic

boolean

説明
Call Home モード。disabled または anonymous のいずれかになります。設定されていない
場合のデフォルトは disabled です。
自動 Call Home が有効な場合は true。自動 Call Home が無効な場合は false。モードが
anonymous の場合のみ、効力があります。
設定されていない場合のデフォルトは false です。

cdrlog.enumerate
このコールによって、発信側アプリケーションは、CDR ログ全体を返す必要なく、CDR ログ データをダウンロー
ドできます。コールは、オプションの filter、index および numEvents パラメータに基づいて、CDR ログの
サブセットを返します。
TelePresence Server はメモリ内に最大 2000 件のレコードを保持します。これらは永続的に保持されないため、
アプリケーションによって定期的に列挙コールを発信するか、cdrAdded フィードバック イベントの受信時に列
挙コールをトリガすることをお勧めします。
表 37：cdrlog.enumerate のオプションまたは条件付き入力
パラメータ名
index

タイプ
整数

説明
イベントの取得元のインデックス。デバイスは nextIndex を返します。アプリケーションはそれ
を使用して、CDR データの次の列挙を取得できます。
index が省略されたか、負の整数、または最大インデックスより（2 以上）大きい整数の場合、
デバイスは CDR ログの先頭からイベントを列挙します。

numEvents

filter

整数

列挙あたりで返される最大イベント数。
省略された（または、1 ～ 20 以外）の場合、列挙あたり最大 20 のイベントが返されます。
単一の応答ではサイズが大きくなりすぎる場合は、それより少ない数のイベントが返されます。
クライアントは、応答内の eventsRemaining パラメータを確認して、必要に応じて、
nextIndex から再列挙を開始します。

配列

応答のフィルタ処理に使用するイベント タイプ名を含む文字列の配列。すべてのイベント タイプ
を返すには filter を省略します。それ以外の場合は、次のサブセットを含めます：
conferenceStarted、conferenceFinished、conferenceActive、
conferenceInactive、participantConnected、participantJoined、
participantMediaSummary、participantLeft、participantDisconnected。
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表 38：cdrlog.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
startIndex

タイプ
整数

nextIndex

整数

説明
指定されたインデックス、またはそれがデバイスの保持する最初のレコードの
インデックスより小さい場合は、既知の最初のレコードのいずれかになります。
この場合、startIndex と指定されたインデックスを比較することで、破棄さ
れたレコード数が示されます。
API への後続のコールで再利用可能な、提供されるデータのリビジョン番号。

eventsRemaining

boolean

true の場合、要求された列挙には、この応答で返されたデータより多くの
データがあります。

currentTime

dateTime.iso8601

システムの現在時刻（UTC）。

構造体の配列

配列の各メンバーは、記録されたイベントを表す構造体です。すべての構造体
にいくつかの共通のフィールド（time、type、index）があり、イベント タイプに
固有のその他のフィールドが存在する場合もあります。

events

イベント配列
次のパラメータはすべての CDR ログ イベントに共通ですが、各構造体にはイベント タイプに固有のパラメータ
も含まれます。すべての TelePresence Server のイベント タイプの詳細については、『Cisco TelePresence
Conferencing Call Detail Records File Format Reference Guide』を参照してください。
列挙するイベントがない場合は、events 配列は空で返されます。
表 39：共通の CDR ログ イベント パラメータ
パラメータ名
time
type

index

タイプ
dateTime.iso8601

説明
イベントがログに記録された日時。例：20110119T13:52:42。

string

イベント タイプの名前。

整数

CDR ログ メッセージのインデックス。

注：『Cisco TelePresence Conferencing Call Detail Records File Format Reference Guide』 では、Web
インターフェイスを介して cdr_log.xml でダウンロードされた場合の XML 形式の CDR ログについて説明され
ています。このコールで同じイベントが列挙されている場合、イベント タイプ名の複数の単語間でアンダースコア
ではなく、camelCase が使用されています。たとえば、cdr_log.xml 内の conference_started は、この
配列内の conferenceStarted と同じイベント タイプです。

cdrlog.query
CDR ログに関する情報を返します。このコマンドは、入力パラメータを取りません。
表 40：cdrlog.query の戻りデータ
パラメータ名
firstIndex
numEvents

タイプ
整数

説明
保存されている中で最も古いイベントのインデックス。

整数

保存されているイベントの合計数。
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device.feature.add
TelePresence Server にライセンスまたは機能を追加します。このコマンドを実行する前に、シスコまたはいず
れかのリセラーからキーを取得する必要があります。
表 41：device.feature.add の入力
パラメータ名
キー

タイプ
string

説明
必須。TelePresence Server に会議機能またはオプション機能を追加する場合、この固有コード
を使用します。

device.feature.remove
TelePresence Server からライセンスまたは機能を削除します。TelePresence Server からキーを読み取るに
は device.query を使用します。
表 42：device.feature.remove の入力
パラメータ名
キー

タイプ
string

説明
必須。TelePresence Server から削除するオプション機能またはライセンスに関連付けられた固
有コード。

device.health.query
ヘルス モニタや CPU 負荷など、デバイスの現在のステータスを返します。このコマンドは、入力パラメータを取
りません。
表 43：device.health.query の戻りデータ
パラメータ名
cpuLoad

タイプ
整数

説明
最大値に対するパーセンテージで表された CPU 負荷。

fanStatus

string

ok または outOfSpec。このパラメータは、独自のファンがあるアプライアンス
（Media 310 または TelePresence Server 7010 など）でのみ返されます。この
パラメータは、TelePresence Server ブレードについては返されません。

fanStatusWorst

string

再起動してからこのデバイスで記録された最低のファン ステータス。ok または
outOfSpec のいずれかになります。
このパラメータは、独自のファンがあるアプライアンス（Media 310 または
TelePresence Server 7010 など）でのみ返されます。このパラメータは、
TelePresence Server ブレードについては返されません。

temperatureStatus

string

temperatureStatusWorst string
rtcBatteryStatus

string

ok（現在の温度が正常動作範囲内）、outOfSpec（現在の温度が正常動作範
囲外）、または critical（温度が高すぎるか、この条件が続くとデバイスが
シャットダウンする）のいずれかになります。
起動されてからこのデバイスで記録された最低の温度ステータス。ok、
outOfSpec、または critical のいずれかになります。
RTC バッテリ（リアルタイム クロック）の現在のステータス。ok、outOfSpec、
または critical のいずれかになります。
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パラメータ名
rtcBatteryStatusWorst

タイプ
string

説明
起動されてからこのデバイスで記録された RTC バッテリ（リアルタイム クロック）
の最低のステータス。ok、outOfSpec、または critical のいずれかになり
ます。

voltagesStatus

string

voltagesStatusWorst

string

ok（現在の電圧が正常範囲内）、outOfSpec（現在の電圧が正常範囲外）、
または critical のいずれかになります。

operationalStatus

string

起動されてからこのデバイスで記録された最低の電圧ステータス。ok、
outOfSpec、または critical のいずれかになります。

active（デバイスがアクティブである）、shuttingDown（デバイスがシャットダ
ウンされている）、shutDown（デバイスがシャットダウンされた）、または
unknown のいずれかになります。

device.network.modify
このコールは、TelePresence Server ポートの構成時の設定を変更します。

注：この API コマンドを使用して API コマンドの受信や応答の送信に使用している IP アドレスを変更すると、
XML-RPC 応答が全体的または部分的に失われ、API クライアントで障害状態と表示されることがあります。
ただし、IPv6 で API を使用している場合に IPv4 設定を変更しても支障ありません。その反対も同様です。
表 44：device.network.modify の入力
パラメータ名
portA

タイプ
構造体

説明
オプション。構造体には、デバイスのイーサネット ポート A の設定とステータスの情報が
含まれます。表 45：ポート構造体のメンバ（p.42）を参照してください。

dns

構造体の配列

オプション。配列の各メンバーは、デバイスの一連の DNS パラメータを表す構造体です。
表46：DNS 構造体メンバー（P43）を参照してください。

一部のフィールドは一緒に設定する必要がある点に注意してください。







dhcpv4 は、ipv4Enabled が指定されていない場合は無視されます。
ipv6Confは、ipv6Enabled 指定されていない場合は無視されます。
ipv4Enabled が True の場合は、dhcpv4 が必須です。
ipv4Enabled が True で、dhcpv4 が False の場合は、ipv4Address と ipv4SubnetMask が必須です。
ipv6Enabled が True の場合は、ipv6Conf が必須です。
ipv6Enabled が True で、ipv6Conf が manual の場合は、ipv6Address と ipv6PrefixLength
が必須です。

表 45：ポート構造体のメンバ
パラメータ名
ipv4Enabled

タイプ
boolean

説明
IPv4 インターフェイスが有効な場合は、True です。

dhcpv4

boolean

DHCP を使用して IPv4 アドレスの詳細を設定する場合は、True です。「True」の
場合、この API のスタティック IPv4 の詳細は設定できますが、適用されません。

ipv4Address

string

ドット区切りの 4 つの数字列形式の IPv4 アドレス。
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パラメータ名
ipv4SubnetMask

タイプ
string

説明
ドット区切りの4つの数字列形式の IPv4 サブネット マスク。

defaultIpv4Gateway string

ドット区切りの 4 つの数字列形式の IPv4 アドレス。

ipv6Enabled

boolean

IPv6 インターフェイスが有効かどうかを示します。ポートに有効な IP インターフェイス
がない場合（IPv4 と IPv6 のどちらも有効でない）を除き、常に返されます。

ipv6Address

string

CIDR 形式の IPv6 アドレス。設定されていない場合は、返されません。

string

IPv6 アドレスがどのように割り当てられているかを示します。automatic（IPv6
アドレスが SLAAC/DHCPv6 によって設定されている）または manual（IPv6 アド
レスが手動で設定されている）のいずれかになります。

ipv6Conf

設定されていない場合は、返されません。
ipv6PrefixLength

IPv6 アドレス プレフィックスの長さ。

整数

defaultIpv6Gateway string

CIDR 形式の IPv6 デフォルト ゲートウェイのアドレス。

表 46：DNS 構造体のメンバ
パラメータ名
dnsConfiguration

タイプ
string

説明
TelePresence Server がネーム サーバ アドレスを取得する方法を示します。
portAIPv4、portAIPv6、または manual のいずれかです。manual の場合、
1 つ以上のネーム サーバを入力する必要があります。

hostName
nameServer

string
string

デバイスのホスト名。
ドット区切りの 4 つの数字列形式（IPv4）または CIDR 形式（IPv6）のネーム サーバ
の IP アドレス。

nameServerSecondary string
domainName

string

ドット区切りの 4 つの数字列形式（IPv4）または CIDR 形式（IPv6）のセカンダリ
ネーム サーバの IP アドレス。
デバイスのドメイン名（DNS サフィックス）。

device.network.query
デバイスにネットワーク情報をクエリします。コールはパラメータを取らず、次のデータ構造体を返します。次に
示すデータの一部は、インターフェイスが有効になっていないか、または設定されていない場合は省略されます。
クエリは、設定されていないアドレスの場合、空の文字列またはハイフンを返します。

注：パケット数およびその他の統計情報は、32 ビット符号付き整数で測定されるため、ラップする場合があります。
表 47：device.network.query の戻りデータ
パラメータ名
portA

タイプ
構造体

説明
構造体には、デバイスのイーサネット ポート A の設定とステータスの情報が含まれます。
表 48：ポート構造体メンバー（p.44）を参照してください。

dns

構造体の配列

配列の各メンバーは、クエリしたデバイスの一連の DNS パラメータを表す構造体です。
表49：DNS 構造体メンバー（P45）を参照してください。
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表 48：ポート構造体のメンバ
パラメータ名
enabled

タイプ
boolean

説明
ポートが有効かどうかを示します。

ipv4Enabled

boolean

IPv4 インターフェイスが有効かどうかを示します。ポートに有効な IP イン
ターフェイスがない場合（IPv4 と IPv6 のどちらも有効でない）を除き、
常に返されます。

ipv6Enabled

boolean

IPv6 インターフェイスが有効かどうかを示します。ポートに有効な IP イン
ターフェイスがない場合（IPv4 と IPv6 のどちらも有効でない）を除き、
常に返されます。

linkStatus

boolean

このポートへのイーサネット接続がアクティブかどうかを示します。

speed

整数

このイーサネット ポートの接続の速度。10、100、または 1000（Mbps 単
位）のいずれかになります。

fullDuplex

boolean

ポートが全二重接続をサポートできるかどうかを示します。

macAddress

string

このポートの MAC アドレス。区切り文字なしの 16 進数の 12 文字の文
字列。

packetsSent

整数

このイーサネット ポートから送信されたパケットの数。

整数

このイーサネット ポートで受信したパケットの数。

整数

このイーサネット ポートから送信されたマルチキャスト パケットの数。

整数

このイーサネット ポートで受信したマルチキャスト パケットの数。

整数

デバイスによって送信されたバイト数。

整数

デバイスによって受信されたバイト数。

整数

このネットワーク ポートのキューからドロップされたパケット数。

整数

デバイスによって記録されたネットワーク コリジョンの数。

整数

このイーサネット ポートの伝送エラーの数。

packetsReceived

multicastPacketsSent

multicastPacketsReceived
bytesSent

bytesReceived
queueDrops
collisions

transmitErrors
receiveErrors

整数

このポートの受信エラーの数。

bytesSent64

string

整数ではなく文字列として表される bytesSent 統計情報の 64 ビット
バージョン。

bytesReceived64

string

整数ではなく文字列として表される bytesReceived 統計情報の
64 ビット バージョン。

dhcpv4

boolean

IPv4 アドレスが DHCP によって割り当てられるかどうかを示します。
設定されていない場合は、返されません。

ipv4Address

string

ドット区切りの 4 つの数字列形式の IPv4 アドレス。設定されていない場
合は、返されません。

ipv4SubnetMask

string

ドット区切りの4つの数字列形式の IPv4 サブネット マスク。設定されてい
ない場合は、返されません。

defaultipv4Gateway

string

ドット区切りの 4 つの数字列形式の IPv4 アドレス。設定されていない場
合は、返されません。

ipv6Address

string

CIDR 形式の IPv6 アドレス。設定されていない場合は、返されません。

string

IPv6 アドレスがどのように割り当てられているかを示します。
automatic（IPv6 アドレスが SLAAC/DHCPv6 によって設定されている）
または manual（IPv6 アドレスが手動で設定されている）のいずれかにな
ります。

ipv6Conf

設定されていない場合は、返されません。
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パラメータ名
ipv6PrefixLength

タイプ
整数

説明
IPv6 アドレス プレフィックスの長さ。設定されていない場合は、返されま
せん。

defaultIpv6Gateway

string

CIDR 形式の IPv6 デフォルト ゲートウェイのアドレス。設定されていな
い場合は、返されません。

linkLocalIpv6Address

string

CIDR 形式のリンク ローカル IPv6 アドレス。設定されていない場合は、
返されません。

linkLocalIpv6PrefixLength 整数

リンク ローカル IPv6 アドレス プレフィックスの長さ。設定されていない場
合は、返されません。

表 49：DNS 構造体のメンバ
パラメータ名
dnsConfiguration

タイプ
string

hostName
nameServer

string
string

クエリされたデバイスのホスト名。
ドット区切りの 4 つの数字列形式（IPv4）または CIDR 形式（IPv6）のネーム サーバ
の IP アドレス。

nameServerSecondary string

ドット区切りの 4 つの数字列形式（IPv4）または CIDR 形式（IPv6）のセカンダリ ネーム
サーバの IP アドレス。

domainName

string

説明
TelePresence Server がネーム サーバ アドレスを取得する方法を示します。
portAIPv4、portAIPv6、または manual のいずれかです。

クエリされたデバイスのドメイン名（DNS サフィックス）。

device.query
デバイスに関する包括的なステータス情報を戻します。このコマンドは、入力パラメータを取りません。
表 50：device.queryの戻りデータ
パラメータ名
currentTime
restartTime
uptime
serial

apiVersion

タイプ
dateTime.iso8601

説明
システムの現在の日時。

dateTime.iso8601

システムの起動時の日時。

整数

システムの現在時刻とシステムの再起動時刻との差（秒単位）。

string

このデバイスのシリアル番号。

string

この TelePresence Server によって実装される API のバージョン番号。

activatedFeatures

構造体の配列

配列の各メンバーは、アクティブな機能を表す構造体です。表 51：アク
ティブな機能構造体メンバー（p.46）を参照してください。

activatedLicenses

構造体の配列

shutdownStatus

string

配列の各メンバーは、アクティブなライセンスを表す構造体です。表 52：
アクティブなライセンス構造体メンバー（p.46）を参照してください。
次のいずれかが表示されます：notShutdown、
shutdownInProgress、shutdown、または error。

mediaResourceRestarts整数

デバイスのメディア リソース（信号プロセッサ チップ）で発生した予期し
ない再起動の回数。
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表 51：アクティブな機能構造体のメンバ
パラメータ名
feature
キー
expiry

タイプ
string
string
dateTime.iso8601

説明
機能の名前。Encryption など。
機能に関連付けられた固有のコード。
この一時キーが期限切れになる時間。expiry は、永続キーには存在しません。

表 52：アクティブなライセンス構造体のメンバ
パラメータ名
license
ポート
キー
expiry

タイプ
string
整数
string
dateTime.iso8601

説明
ライセンスの名前。
このライセンスによって提供されるスクリーン ライセンスの数。
ライセンスに関連付けられた固有のコード。
この一時キーが期限切れになる時間。expiry は、永続キーには存在しません。

device.restart
デバイスを再起動するか、または再起動せずにシャットダウンします。このコマンドはパラメータを返しません。
表 53：device.restart の入力パラメータ
パラメータ名
タイプ
shutdownOnly boolean

説明
（オプション）再起動せずにシャットダウンするには、true に設定します。デフォルト：false。

device.restartlog.query
再起動のログ（Web インターフェイスではシステム ログとも呼ばれる）を返します。このコマンドは、入力パラメータ
を取りません。
表 54：device.restartlog.query の戻りデータ
パラメータ名
ログ

タイプ
構造体の配列

説明
配列の各メンバーは、再起動の reason を含む構造体です。表 55：ログ構造体メン
バー（p.46）を参照してください。
この情報源は、Web インターフェイスでは「システム ログ」と呼ばれています。

表 55：ログ構造体のメンバ
パラメータ名
time
reason

タイプ
dateTime.iso8601

説明
再起動の日時。

string

デバイスが再起動した理由。表 56：再起動の reason、列挙型（p.47）を参照してくだ
さい。
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表 56：再起動の reason、列挙型

reason の値
ユーザがシャットダウンを要求しました。
ユーザが Web インターフェイスからリブートを
要求しました。
ユーザがアップグレードを要求しました。
ユーザがコンソールからリブートを要求しました。
ユーザが API からリブートを要求しました。
ユーザが FTP からリブートを要求しました。
ユーザがスーパーバイザからシャットダウンを
要求しました。
ユーザがスーパーバイザからリブートを要求
しました。
ユーザが設定をリセットしました。
コールド ブート
unknown

説明
ユーザがシャットダウンを開始した後、デバイスは正常に再起動しました。
ユーザが Web インターフェイスを介してリブートを開始したため、デバイスは
自身を再起動しました。
ユーザがアップグレードを開始したため、デバイスは自身を再起動しました。
ユーザがコンソールを介してリブートを開始したため、デバイスは自身を再起
動しました。
ユーザが API を介してリブートを開始したため、デバイスは自身を再起動しま
した。
ユーザが FTP を介してリブートを開始したため、デバイスは自身を再起動しま
した。
ユーザがスーパーバイザからシャットダウンを開始した後、デバイスは正常に
再起動しました。
ユーザがスーパーバイザを介してリブートを開始したため、デバイスは自身を
再起動しました。
ユーザが設定をリセットしたため、デバイスは自身を再起動しました。
ユーザがコールド ブートを開始したため、デバイスは自身を再起動しました。
ソフトウェアは、デバイスが再起動した理由を把握していません。

device.time.modify
デバイスの時間設定を変更します。
表 57：device.time.modify の入力
パラメータ名
currentTime

タイプ
dateTime.iso8601

説明
現在の時間（UTC）。NTP が有効な場合は、変更できません。

ntpEnabled

boolean

utcOffsetHours

整数

NTP を有効にするには、True に設定します。有効にする場合は、ntpHost
を指定する必要があります。
-12 ～ +14 の範囲の整数が含まれます。utcOffsetMinutes を一緒に使
用して、UTC へのオフセットを指定します。
0 ～ 59 の範囲の整数が含まれます。utcOffsetHours を一緒に使用して、
UTC へのオフセットを指定します。
NTP サーバの DNS または IP アドレス。

utcOffsetMinutes 整数
ntpHost

string

device.time.query
デバイスの現在の時間設定を返します。
表 58：device.time.query の戻りデータ
パラメータ名
currentTime

ntpEnabled
utcOffsetHours

タイプ
dateTime.iso8601

説明
現在の時間（UTC）。

boolean
整数

NTP が有効な場合は、True に設定します。
-12 ～ +14 の範囲の整数が含まれます。utcOffsetMinutes を一緒に
使用して、UTC へのオフセットを指定します。
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パラメータ名
タイプ
utcOffsetMinutes 整数
ntpHost

ntpStatus

説明
0 ～ 59 の範囲の整数が含まれます。utcOffsetHours を一緒に使用して、
UTC へのオフセットを指定します。
NTP サーバの DNS または IP アドレス。

string
string

NTP クライアントの現在のステータス：disabled、synchronizing、
synchronized、または error のいずれかになります。

feedbackReceiver.configure
指定された subscribedEvents に関するフィードバックを指定された receiverURI へ送信するようにデバイス
を設定します。
表 59：feedbackReceiver.configure の入力
パラメータ名
receiverURI
receiverIndex

タイプ
文字列
（255）

説明
必須。フィードバック イベントの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえ
ば、http://tms1:8080/RPC2）。ポート番号が指定されていない場合、デバイスは
プロトコルのデフォルト（それぞれ、80 と 443）を使用します。

整数
（< 0、
または
1 ～ 20）

このレシーバが使用する必要のあるスロットを示すフィードバック レシーバのインデック
ス。負の値は、フィードバック レシーバが任意の使用可能なスロットを使用することを示
しています（推奨）。デフォルト：1。

注：receiverIndex のデフォルトは 1 で、常に、最初のインデックス位置でフィード
バック レシーバが上書きされます。既存のフィードバック レシーバを上書きしないように
するには、最初にデバイスをクエリするか、または負の値を使用する必要があります。
sourceIdentifier 文字列
（255）
ASCII 文
字のみ
subscribedEvents 配列

レシーバの ID 文字列。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用して、リスニングす
るレシーバに対して自身を識別します。パラメータが明示的に設定されていない場合、
デバイスはイーサネット ポート A のインターフェイスの MAC アドレスを使用して自身を
識別します。デフォルト：空。
それぞれが通知イベントの名前を示す文字列の配列。配列は、レシーバがサブスクライ
ブするイベントを定義します。フィードバック イベント（p.21）を参照してください。この配
列が存在しない場合、デフォルトでは、レシーバはすべての通知をサブスクライブしま
す。デフォルト：すべてのイベント

表 60：feedbackReceiver.configure の戻りデータ
パラメータ名
タイプ
receiverIndex 整数

説明
デバイスのフィードバック レシーバのテーブル内での、このフィードバック レシーバの位置。

feedbackReceiver.query
以前に、デバイス用に設定されているすべてのフィードバック レシーバのリストを要求します。これは、認証文字
列以外のパラメータを受け入れません。列挙するフィードバック レシーバがない場合、
feedbackReceiver.query は空の receivers 配列を返します。
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表 61：feedbackReceiver.query の戻りデータ
パラメータ名
receivers

タイプ
配列

説明
デバイスの Web インターフェイス上のレシーバ テーブルのエントリに対応するメンバーを持つ
フィードバック レシーバの配列。

表 62：フィードバック レシーバ構造体のメンバ
パラメータ名
index

タイプ
整数
（1 ～ 20）

説明
フィードバック レシーバのテーブル内での、このフィードバック レシーバの位置。
インデックス番号も、フィードバック レシーバ ID です。

sourceIdentifier 文字列（255）
ソース ID 文字列。空の場合もあります。レシーバ デバイスは、このパラメータを
ASCII 文字のみ 使用して、リスニングするレシーバに対して自身を識別します。パラメータが明示的
に設定されていない場合、デバイスはイーサネット ポート A のインターフェイスの
MAC アドレスを使用して自身を識別します。
receiverURI

文字列（255）

フィードバック イベントの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえば、
http://tms1:8080/RPC2）。

feedbackReceiver.reconfigure
ユーザが指定したパラメータで、既存のフィードバック レシーバの設定を上書きします。パラメータが指定されて
いない場合、TelePresence Server は現在の設定を維持します。
表 63：feedbackReceiver.reconfigure の入力
パラメータ名
receiverIndex
receiverURI

タイプ
整数
（1 ～ 20）

説明
必須。再設定するフィードバック レシーバのインデックス。指定された
receiverIndex にフィードバック レシーバが存在しない場合、コールはエラー
を返します。

文字列（255）

フィードバック イベントの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえ
ば、http://tms1:8080/RPC2）。省略すると、デバイスは本来設定されてい
た receiverURI を使用します。

sourceIdentifier 文字列（255）
レシーバの ID 文字列。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用して、リスニ
ASCII 文字のみ ングするレシーバに対して自身を識別します。省略すると、デバイスは本来設定
されていた sourceIdentifier を使用します。
subscribedEvents 配列

レシーバがサブスクライブするイベントを識別する文字列の配列。フィードバック
イベント（p.21）を参照してください。省略すると、元の設定要求に設定されたイベ
ント通知は未変更のままになります。
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feedbackReceiver.remove
指定されたフィードバック レシーバを削除します。このコマンドは、データを返しません。
表 64：feedbackReceiver.remove の入力
パラメータ名
receiverIndex

タイプ
整数（1 ～ 20）

説明
必須。削除するフィードバック レシーバのインデックス。

feedbackReceiver.status
フィードバック レシーバがサブスクライブするすべてのイベントのリストをデバイスに要求します。
表 65：feedbackReceiver.status の入力
パラメータ名
receiverIndex

タイプ
整数（1 ～ 20）

説明
必須。フィードバック レシーバのインデックス。

表 66：feedbackReceiver.status の戻りデータ
パラメータ名
receiverIndex

タイプ
整数（1 ～ 20）

説明
フィードバック レシーバ ID としても機能するフィードバック レシーバのエントリの
インデックス。

sourceIdentifier 文字列（255）
ASCII 文字のみ

レシーバの ID 文字列。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用して、リスニ
ングするレシーバに対して自身を識別します。パラメータが明示的に設定されて
いない場合、デバイスはイーサネット ポート A のインターフェイスの MAC アド
レスを使用して自身を識別します。

receiverURI

フィードバック イベントの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえば、
http://tms1:8080/RPC2）。

文字列（255）

subscribedEvents 配列

このフィードバック レシーバに対応したイベント名を示す文字列の配列。フィード
バック イベント（p.21）を参照してください。

flex.call.status
指定されたコールのステータスを返します。
表 67：flex.call.status の入力
パラメータ名
callID

タイプ
文字列（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられたコール ID。ID およびクライアント参
照（p.12）を参照してください。
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表 68：flex.call.status の戻りデータ
パラメータ名
callID
conferenceID

タイプ
文字列
（50）

説明
コールの ID。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

文字列
（50）

コールが接続されているか、または接続プロセス中である会議の ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

conferenceState string
callState
incoming
protocol
address

participantID
duration
rxBandwidth
txBandwidth
remoteName

string

会議へのコール接続の状態。表 15：コール接続の状態、列挙型（p.25）を参照してください。
コールの状態。表 16：コールの状態、列挙型（p.25）を参照してください。

boolean コールの方向：true は着信、false は発信を示します。
string

コール制御プロトコル。表 11：コールのプロトコル、列挙型（p.24）を参照してください。

文字列
（80）

エンドポイントのアドレス。発信コールの場合、これはコールの宛先です。

文字列
（50）

参加者 ID。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。文字列の長さが 0 より長
い場合に返されます。

整数
（>= 0）

コールの時間（秒単位）。コールが確立された場合にのみ返されます。

整数
（>= 0）

受信帯域幅コールが確立された場合にのみ返されます。

整数
（>= 0）

送信帯域幅。コールが確立された場合にのみ返されます。

文字列
（80）

遠端によって提供されるエンドポイント名。文字列の長さが 0 より長い場合に返されます。

flex.conference.create
指定されたパラメータを使用して会議を作成し、新しい会議に固有の識別子を返します。
このコマンドを正常に実行するには、次のパラメータを事前に送信する必要があります。





participantMediaResources.mediaTokensMainVideo.total
participantMediaResources.mediaTokensExtendedVideo.total
participantMediaResources.mediaTokensAudio.total
participantMediaResources.numMediaCredits

表 69：flex.conference.create の入力
パラメータ名
participantMediaResources

タイプ
構造体

説明
必須。この参加者のメディア リソース構造体（p.29）
は、会議のデフォルトの参加者のメディア リソース設定
を定義します。
これらのデフォルトは、会議 URI または参加者に対し
て定義されたメディア リソース設定によってオーバーラ
イドできます。

conferenceReference
conferenceName

文字列
（50）

会議のクライアント参照文字列。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。デフォルト：空。

文字列
（80）

会議の判読可能なラベル。デフォルト：空の文字列。
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パラメータ名
conferenceDescription
URIs

タイプ
文字列
（500）
構造体
の配列

説明
会議の判読可能な説明。設定されている場合、
TelePresence Server は ActiveControl の会議の説明
にこの値を使用します。デフォルト：空の文字列。
配列の各メンバーは、固有の会議 URI とそれに関連
付けられたアクセス レベルおよびメディア トークンを定
義する表 31：会議の接続の定義（p.35）です。
最大 2 つの会議 URI 構造体を指定できます。たとえ
ば、議長とゲストなど、会議へのアクセス レベルが
2 つ必要な場合は、この配列で 2 つの構造体を作成し
ます。配列の構造体ごとに固有の URI が必要です。
デフォルト：空の配列。

注：特定の条件が満たされる場合は、URI は固有であ
る必要はありません。URI が固有である必要がない場
合（p.14）を参照してください。
conferenceMediaTokens

整数
（>= 0）

会議に使用できるメディア トークンの最大数。
conferenceMediaTokensUnlimited を指定す
る場合は、conferenceMediaTokens を指定しない
でください。指定するとエラーになります。
デフォルト：指定しない。
conferenceMediaTokensUnlimited を参照して
ください。

conferenceMediaTokensUnlimited

boolean 会議で使用できるメディア トークンの数に制限が定義
されているかどうかを示します。
conferenceMediaTokens を指定する場合は、
conferenceMediaTokensUnlimited を指定しな
いでください。指定するとエラーになります。「無制限」
整数（p.16）を参照してください。
デフォルト：true。

conferenceMediaCredits

整数
（>= 0）

会議に使用できるメディアのクレジットの最大数。
conferenceMediaCreditsUnlimited を指定す
る場合は、conferenceMediaCredits を指定しな
いでください。指定するとエラーになります。
デフォルト：指定しない。
conferenceMediaCreditsUnlimited を参照し
てください。

conferenceMediaCreditsUnlimited

boolean 会議で使用できるメディアのクレジットの数に制限が定
義されているかどうかを示します。
conferenceMediaCredits を指定する場合は、
conferenceMediaCreditsUnlimited を指定し
ないでください。指定するとエラーになります。「無制
限」整数（p.16）を参照してください。
デフォルト：true。

waitForChair

boolean 会議に参加するために発信者が議長を待機する必要
があるかどうかを示します。デフォルト：true。
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パラメータ名
disconnectOnChairExit

タイプ
説明
boolean 最後の議長が会議を退室したときに、発信者が切断さ
れるかどうかを示します。デフォルト：false。

terminateWithLastCall

boolean 最後のコールで会議を破棄するかどうかを示します。
デフォルト：false。

locked

boolean 会議がロックされているかどうかを示します。ロックされ
ている場合、着信コールは拒否されます。デフォルト：
false。

startTime
duration

整数
（>= 0）

会議を開始する前に、待機する秒数。デフォルト：0。

整数
（>= 0）

開始時間から測定された会議の期間（秒数）。会議が
120 秒未満で終了する予定の場合、参加者には会議
での警告の送信で説明されているように、間もなく終了
することが通知されます。
durationUnlimited を指定する場合は、
duration を指定しないでください。指定するとエラー
になります。
デフォルト：指定しない。durationUnlimited を参
照してください。

durationUnlimited

boolean 会議に無制限の時間が割り当てられているかどうかを
示します。このフィールドが存在し、値が true の場
合、会議時間の値は無視されます。
duration を指定する場合は、
durationUnlimited を指定しないでください。指定
するとエラーになります。「無制限」整数（p.16）を参照
してください。
デフォルト：true。

billingCode
callAttributes

maxParticipants

maxParticipantsUnlimited

文字列
（80）

課金コードの文字列デフォルト：空。

構造体

会議のデフォルトのコール属性。コール属性の派生方
法（p.30）を参照してください。デフォルト：構造体メン
バーのデフォルトについては、表 30：callAttributes 構
造体メンバー（p.31）を参照してください。

整数
（>= 0）

この会議に接続できる参加者の最大数。

boolean

maxParticipantsUnlimited を指定する場合
は、maxParticipants を指定しないでください。指
定するとエラーになります。
デフォルト：指定しない。
maxParticipantsUnlimited を参照してください。
この会議に接続できる参加者数が無制限であるかど
うかを示します。
maxParticipants を指定する場合は、
maxParticipantsUnlimited を指定しないでくだ
さい。指定するとエラーになります。「無制限」整数
（p.16）を参照してください。
デフォルト：true。
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パラメータ名
voiceSwitchingSensitivity

タイプ
整数
（0 ～
100）

welcomeScreen

boolean コールが会議に参加したときに、ウェルカム画面のメッ
セージを 5 秒間表示するかどうかを示します。メッセー
ジの内容については、welcomeScreenMessage を
参照してください。デフォルト：true。

welcomeScreenMessage

文字列
（500）

説明
音声スイッチングの感度。デフォルト：60。

この会議のウェルカム画面のメッセージ。この文字列
が空の場合、ウェルカム画面のメッセージとして会議の
名前が表示されます。
conferenceDescription が設定されていない場
合、TelePresence Server は ActiveControl の会議の
説明にこの値を使用します。デフォルト：空の文字列。

useCustomPINEntryMessage
customPINEntryMessage
useCustomOptionalPINEntryMessage
customOptionalPINEntryMessage
useCustomPINIncorrectMessage
customPINIncorrectMessage
useCustomWaitingForChairMessage
customWaitingForChairMessage

use
CustomOnlyVideoParticipantMessage
customOnlyVideoParticipantMessage

use

CustomConferenceEndingMessage

boolean PIN 入力画面にカスタム メッセージを表示するかどう
かを示します。デフォルト：false。
文字列
（200）

PIN 入力のカスタム メッセージ。
useCustomPINEntryMessage が true の場合の
み使用されます。デフォルト：空。

boolean PIN なしで会議に入室できる場合は、共有 PIN 入力画
面にカスタム メッセージを表示します。デフォルト：
false。
文字列 useCustomOptionalPINEntryMessage が True
（200）
の場合に、PIN なしで会議に入室できるときの共有 PIN
入力画面のカスタム メッセージ。デフォルト：空。
boolean 正しくない PIN が入力された後に、PIN 入力画面にカ
スタム警告メッセージを表示するかどうかを示します。
デフォルト：false。
文字列
（100）

正しくない PIN が入力された場合のカスタム警告メッ
セージ。useCustomPINIncorrectMessage が
true の場合のみ使用されます。デフォルト：空。

boolean 会議に参加するために議長を待機している間に、カス
タム メッセージを表示するかどうかを示します。デフォ
ルト：false。
文字列
（500）

会議に参加するために議長を待機している間に表示さ
れるカスタム メッセージ。
useCustomWaitingForChairMessage が true
の場合のみ使用されます。デフォルト：空。

boolean 参加者が唯一の（アクティブな）ビデオ参加者である場
合に、カスタム メッセージを表示するかどうかを示しま
す。デフォルト：false。
文字列
（500）

参加者が唯一の（アクティブな）ビデオ参加者である場
合に表示されるカスタム メッセージ。
useCustomOnlyVideoParticipantMessage
が true の場合のみ使用されます。デフォルト：空。

boolean 会議がもうすぐ終了する場合に、カスタム メッセージを
表示するかどうかを示します。デフォルト：false。
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パラメータ名
customConferenceEndingMessage

タイプ
文字列
（100）

metadata

base64 クライアントのメタ データ。デフォルト：長さゼロ。
（<= 512
バイト）

unlockWithLastCall

boolean 参加者が会議から退室したときに、会議がロック解除さ
れるかどうかを示します。デフォルト：true。
string
表 26：制御レベル、列挙型（p.28）を参照してください。
controlNone、controlLocal、または
controlConference のいずれかになります。この会
議でゲストに付与される制御レベルを定義します。デ
フォルト：controlLocal
string
表 26：制御レベル、列挙型（p.28）を参照してください。
controlNone、controlLocal、または
controlConference のいずれかになります。この会
議で議長に付与される制御レベルを定義します。デフォ
ルト：controlConference
string
会議の最適化のプロファイルを設定します。このプロ
ファイルは、会議がエンドポイントの遠端トークンの値
を報告する方法を定義します。表 18：最適化プロファイ
ル、列挙型（p.26）を参照してください。

guestControlLevel

chairControlLevel

optimizationProfile

説明
会議がもうすぐ終了する場合に表示されるカスタム
メッセージ。
useCustomConferenceEndingMessage が
true の場合のみ使用されます。デフォルト：空。

デフォルト：favorExperience。
useCustomMutedCanUnmuteMessage

customMutedCanUnmuteMessage

boolean true の場合、TelePresence Server で参加者の音声
入力がミュートされており、参加者が *6 を使用して
ミュートを解除できる場合に、参加者に対して表示され
るカスタム メッセージを有効にします。
デフォルト：true。
文字列
（500）

TelePresence Server で参加者の音声がミュートされ
ており、参加者が *6 を使用してミュートを解除できる場
合に、参加者に対して表示されるメッセージ。
useCustomMutedCanUnmuteMessage が false
の場合は表示されません。
デフォルト：空。

useCustomMutedCannotUnmuteMessage

customMutedCannotUnmuteMessage

boolean true の場合、TelePresence Server で参加者の音声
がミュートされており、参加者が *6 を使用してミュートを
解除できない場合に、表示されるカスタム メッセージを
有効にします。
デフォルト：true。
文字列
（500）

TelePresence Server で参加者の音声がミュートされ
ており、参加者が *6 を使用してミュートを解除できない
場合に、参加者に対して表示されるメッセージ。
useCustomMutedCannotUnmuteMessage が
false の場合は表示されません。
デフォルト：空。

exitScreen

boolean エンドポイントが規則的な方法で会議から切断される場
合に、わかりやすいメッセージを表示します。デフォルト：
true
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パラメータ名
タイプ
説明
useCustomConferenceAutoDisconnectedExitM boolean exitScreen が True の場合、参加者が退室により
essage
切断されたか、自動切断されたときにカスタム メッセー
ジを表示します。デフォルト：false
customConferenceAutoDisconnectedExitMess 文字列 useCustomConferenceAutoDisconnectedExi
age
tMessage が true の場合、参加者が切断されたとき
（200）
に表示されるカスタム メッセージ。デフォルト：空
useCustomConferenceEndedExitMessage
boolean exitScreen が true の場合、スケジュール済み会
議の終了、API を介した会議の削除、Web インターフェ
イスを通じた会議の削除、およびグレースフル シャット
ダウンによって参加者が削除されたときに、参加者に対
してカスタム メッセージを表示します。デフォルト：
false
customConferenceEndedExitMessage
文字列 useCustomConferenceEndedExitMessage が
（200）
true の場合、参加者が切断されたときに表示されるカ
スタム メッセージ。デフォルト：空
useCustomParticipantDisconnectedExitMess boolean exitScreen が true の場合、XCCP、API、または
age
Web インターフェイスを使用して参加者が切断された
か、または着信メディアがないために参加者が切断され
たときに、参加者に対してカスタム メッセージを表示しま
す。デフォルト：false
customParticipantDisconnectedExitMessage 文字列 useCustomParticipantDisconnectedExitMe
ssage が true の場合、参加者が切断されたときに表
（200）
示されるカスタム メッセージ。デフォルト：空

表 70：flex.conference.create の戻りデータ
パラメータ名
conferenceID

タイプ 説明
文字列 TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。この会議を制御またはク
（50）
エリするための後続のすべてのコマンド呼び出しで、この ID を使用して、会議を参照
する必要があります。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

conferenceReference 文字列 会議のクライアント参照文字列。文字列の長さが 0 より長い場合に返されます。ID お
（50）
よびクライアント参照（p.12）を参照してください。

flex.conference.deletions.enumerate
削除された会議を列挙します。列挙では、新たに削除された会議を返します。
表 71：flex.conference.deletions.enumerate の入力
パラメータ名
Cookie
max

タイプ
文字列
（150）

説明
会議の列挙 Cookie。このフィールドは、列挙の開始時には存在せず、列挙の続行時（前の呼び
出しによって返された値を使用）に存在している必要があります。デフォルト：なし。

整数
（> 0）

応答で返す会議削除レコードの最大数。max が指定されていない場合、可能なかぎり多くのレ
コードが返されます。
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表 72：flex.conference.deletions.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
moreAvailable
Cookie

conferenceIDs

タイプ
boolean

説明
列挙するその他の会議の削除が存在するかどうかを示します。

文字列（150）

列挙を続行するために、次の呼び出しで返される必要がある Cookie。

ID の配列

削除された会議の ID。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

flex.conference.destroy
指定された会議を破棄します。パラメータは返されません。
表 73：flex.conference.destroy の入力
パラメータ名
conferenceID

タイプ
文字列
（50）

allowExitScreen boolean

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライアント参
照（p.12）を参照してください。
オプション。allowExitScreen が false の場合、会議の exitScreen 設定はオーバー
ライドされ、false に設定されます。退室ロビーは表示されず、参加者は即座に切断され
ます。デフォルト：False。

flex.conference.enumerate
TelePresence Server によって制御される会議を列挙します。列挙は、新しい会議と、列挙コマンドの最後の呼
び出し以降に変更された会議を返します。列挙（p.17）を参照してください。
特定の会議が同一である場合、列挙型情報構造体の 2 つ以上のインスタンスが連続して返されることがありま
す。これは、次の状況で発生する可能性があります。



合計トークン値が以前と同じだが、参加者の間でのトークンの配布が変更された。
flex.conference.enumerate コマンドの連続した呼び出しで、呼び出しと呼び出しの間の一定期間、トークンの
配布が異なっていた。

表 74：flex.conference.enumerate の入力
パラメータ名
Cookie
max

タイプ
文字列
（150）

説明
会議の列挙 Cookie。このフィールドは、列挙の開始時には存在せず、列挙の続行時（前の呼
び出しによって返された値を使用）に存在している必要があります。デフォルト：なし。

整数
（> 0）

応答で返す会議の詳細の最大数。max が指定されていない場合、可能なかぎり多くのレコード
が返されます。

表 75：flex.conference.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
moreAvailable

タイプ
boolean

説明
列挙するその他の会議が存在するかどうかを示します。

Cookie

文字列（150）

列挙を続行するために、次の呼び出しで返される必要がある Cookie。

会議

構造体の配列

配列の各メンバーは、単一の会議を表す構造体です。表 76：会議情報構造体
（p.58）を参照してください。列挙する会議がない場合、配列は空で返されます。
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列挙された会議情報構造体には、2 セットのメディア リソース値（トークンおよびクレジット）が含まれます。



設定済み：通常、この API を使用する設定によって設定される値。
割り当て済み：遠端への接続が存在する場合は、近端と遠端の機能に対応する最小のリソース値、またはメ
ディア リソースが予約されており、コールが確立されていない場合は設定済みの値。

表 76：会議情報構造体
パラメータ名
conferenceID

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID
およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

文字列
（50）

会議のクライアント参照文字列。文字列の長さが 0 より長い
場合に返されます。ID およびクライアント参照（p.12）を参照し
てください。

文字列
（80）

会議の判読可能なラベル。文字列の長さが 0 より長い場合に
返されます。

boolean

会議がロックされているかどうかを示します。

boolean

会議が開始されているかどうかを示します。

boolean
整数
（>= 0）

退室ロビーの期間を設けるため会議が延長されているかどうか
を示します。
まだ確立されていない着信コールがある参加者を含めた、会
議に接続されている参加者数。

整数
（>= 0）

会議に接続されたすべての参加者を合計して、メイン ビデオ
に設定されたトークン数。

整数
（>= 0）

会議に接続されたすべての参加者を合計して、メイン ビデオ
に割り当てられたトークン数。

callTokensConfiguredExtendedVideo 整数
（>= 0）

会議に接続されたすべての参加者を合計して、拡張ビデオに
設定されたトークン数。

conferenceReference
conferenceName
locked
active

terminating
numParticipants
callTokensConfiguredMainVideo
callTokensAllocatedMainVideo

callTokensAllocatedExtendedVideo
callTokensConfiguredAudio
callTokensAllocatedAudio
callQualityCanImproveMainVideo

整数
（>= 0）

会議に接続されたすべての参加者を合計して、拡張ビデオに
割り当てられたトークン数。

整数
（>= 0）

会議に接続されたすべての参加者を合計して、音声に設定さ
れたトークン数。

整数
（>= 0）

会議に接続されたすべての参加者を合計して、音声に割り当
てられたトークン数。

boolean

遠端のメイン ビデオのトークン数が、設定されたメイン ビデオ
のトークン数を超えるような参加者が 1 人以上存在するかど
うかを示します。コールの品質は、設定済みのトークン数を増
やすことで改善できます。

callQualityCanImproveExtendedVideo boolean

callQualityCanImproveAudio

creditsConfigured

遠端の拡張ビデオのトークン数が、設定された拡張ビデオの
トークン数を超えるような参加者が 1 人以上存在するかどう
かを示します。接続の品質は、設定済みのトークン数を増や
すことで改善できます。

boolean

遠端の音声のトークン数が、設定された音声のトークン数を超
えるような参加者が 1 人以上存在するかどうかを示します。
接続の品質は、設定済みのトークン数を増やすことで改善で
きます。

整数
（>= 0）

会議に接続されたすべての参加者を合計して、設定されたク
レジット数。
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パラメータ名
creditsAllocated
presenterID
importantID

タイプ
整数
（>= 0）

説明
会議に接続されたすべての参加者を合計して、割り当てられ
たクレジット数。

文字列
（50）
文字列
（50）

現在、会議に出席している参加者の ID。出席者がいない場合
は、返されません。
現在、会議の重要な参加者としてマークされている参加者の
ID。重要としてマークされている参加者がいない場合は、返さ
れません。flex.participant.setImportant（p.92）および
flex.participant.clearImportant（p.74）を参照してください。

flex.conference.getMetadata
指定された会議に関連付けられたメタデータを返します。会議にメタデータがない場合は、長さ 0 のメタデータが
返されます。
表 77：flex.conference.getMetadata の入力
パラメータ名
conferenceID

タイプ
文字列（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライア
ント参照（p.12）を参照してください。

表 78：flex.conference.getMetadata の戻りデータ
パラメータ名
metadata

タイプ
base64（<= 512バイト）

説明
クライアントのメタ データ。

flex.conference.modify
選択された会議の指定されたパラメータを更新します。パラメータは返されません。
指定した他の設定によって暗黙的に影響を受けないかぎり、指定していない設定はそのまま残ります。たとえば、
duration が指定された場合、durationUnlimited は暗黙的に false に設定されます。
「無制限」整数（p.16）に述べられた要件に準じるために、次のパラメータ ペアを指定する必要があります。





duration および durationUnlimited
maxParticipants および maxParticipantsUnlimited
conferenceMediaTokens および conferenceMediaTokensUnlimited
conferenceMediaCredits および conferenceMediaCreditsUnlimited

表 79：flex.conference.modify の入力
パラメータ名
conferenceID

タイプ
文字列
（50）
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パラメータ名
conferenceReference
conferenceName
conferenceDescription
URIs

タイプ
文字列
（50）
文字列
（80）
文字列
（500）

説明
会議のクライアント参照文字列。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。
会議の判読可能なラベル。

会議の判読可能な説明。設定されている場合、
TelePresence Server は ActiveControl の会議の説
明にこの値を使用します。
構造体の 配列の各メンバーは、会議 URI、関連付けられたア
配列
クセス レベルおよびメディア リソースを定義する
表 31：会議の接続の定義（p.35）です。
これらは以前の会議 URI エントリをすべて置き換え
ます。URI の場合、指定されたすべてのフィールドが
設定され、指定されていないオプションのフィールド
はデフォルト値に設定されます。空の配列を指定す
ると、以前に定義された会議 URI は削除されます。
最大 2 つの会議 URI 構造体を指定できます。たと
えば、議長とゲストなどの、会議へのアクセス レベル
が 2 つ必要な場合は、この配列で 2 つの構造体を
作成します。配列の構造体ごとに固有の URI が必
要です。

注：特定の条件が満たされる場合は、URI は固有で
ある必要はありません。URI が固有である必要がな
い場合（p.14）を参照してください。
conferenceMediaTokens
conferenceMediaTokensUnlimited
conferenceMediaCredits

整数
（>= 0）

会議に使用できるメディア トークンの最大数。
conferenceMediaTokensUnlimited を参照し
てください。

boolean 会議で使用できるメディア トークンの数に制限が定
義されているかどうかを示します。
整数
（>= 0）

会議に使用できるメディアのクレジットの最大数。
conferenceMediaCreditsUnlimited を参照
してください。

conferenceMediaCreditsUnlimited

boolean 会議で使用できるメディアのクレジットの数に制限が
定義されているかどうかを示します。

waitForChair

boolean 会議に参加するために発信者が議長を待機する必
要があるかどうかを示します。

disconnectOnChairExit

boolean 最後の議長が会議を退室したときに、発信者が切断
されるかどうかを示します。

terminateWithLastCall

boolean 最後のコールで会議を破棄するかどうかを示します。

locked

duration

boolean 会議がロックされているかどうかを示します。ロックさ
れている場合、着信コールは拒否されます。
整数
（>= 0）
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開始時間から測定された会議の期間（秒数）。会議
が 120 秒未満で終了する予定の場合、参加者には
会議での警告の送信に説明されているように、もうす
ぐ終了することが通知されます。期間を、過去に終了
するために要した値に設定することはできません。
durationUnlimited を参照してください。
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パラメータ名
durationUnlimited
billingCode

タイプ
説明
boolean 会議に無制限の時間が割り当てられているかどうか
を示します。
文字列
（80）

課金コードの文字列

callAttributes

構造体

このコール属性構造体（p.30）は、会議のデフォルト
のコール属性を定義します。コール属性の派生方法
（p.30）を参照してください。

participantMediaResources

構造体

この参加者のメディア リソース構造体（p.29）は、会
議のデフォルトの参加者のメディア リソース設定を定
義します。
これらの設定は、Conference URI または参加者
レベルで定義された設定によってオーバーライドでき
ます。構造体のすべてのメンバーが変更されます。
指定されていないオプションのフィールドはデフォルト
値に設定されます。

maxParticipants
maxParticipantsUnlimited
voiceSwitchingSensitivity
welcomeScreen

welcomeScreenMessage

整数
（>= 0）

この会議に接続できる参加者の最大数。
maxParticipantsUnlimited を参照してください。

boolean この会議に接続できる参加者数が無制限であるかど
うかを示します。「無制限」整数（p.16）を参照してくだ
さい。
整数
（0 ～
100）

音声スイッチングの感度。デフォルト：60。

boolean コールが会議に参加したときに、ウェルカム画面の
メッセージを 5 秒間表示するかどうかを示します。
メッセージの内容については、
welcomeScreenMessage を参照してください。
文字列
（500）

この会議のウェルカム画面のメッセージ。このメッ
セージが空の場合、ウェルカム画面のメッセージとし
て会議の名前が表示されます。
conferenceDescription が設定されていない
場合、TelePresence Server は ActiveControl の会
議の説明にこの値を使用します。

useCustomPINEntryMessage
customPINEntryMessage
useCustomOptionalPINEntryMessage
customOptionalPINEntryMessage
useCustomPINIncorrectMessage

boolean PIN 入力画面にカスタム メッセージを表示するかど
うかを示します。
文字列
（200）

PIN 入力のカスタム メッセージ。
useCustomPINEntryMessage が true の場合
のみ使用されます。

boolean PIN なしで会議に入室できる場合は、共有 PIN 入力
画面にカスタム メッセージを表示します。
文字列
useCustomOptionalPINEntryMessage が
（200）
true の場合に、PIN なしで会議に入室できるときの
共有 PIN 入力画面のカスタム メッセージ。
boolean 正しくない PIN が入力された後に、PIN 入力画面にカ
スタム警告メッセージを表示するかどうかを示します。
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パラメータ名
customPINIncorrectMessage

タイプ
文字列
（100）

useCustomWaitingForChairMessage

boolean 会議に参加するために議長を待機している間に、
カスタム メッセージを表示するかどうかを示します。

customWaitingForChairMessage

use
CustomOnlyVideoParticipantMessage
customOnlyVideoParticipantMessage

useCustomConferenceEndingMessage
customConferenceEndingMessage

文字列
（500）

説明
正しくない PIN が入力された場合のカスタム警告
メッセージ。useCustomPINIncorrectMessage
が true の場合のみ使用されます。

会議に参加するために議長を待機している間に表示
されるカスタム メッセージ。
useCustomWaitingForChairMessage が
true の場合のみ使用されます。

boolean 参加者が唯一の（アクティブな）ビデオ参加者である
場合に、カスタム メッセージを表示するかどうかを示
します。
文字列
（500）

参加者が唯一の（アクティブな）ビデオ参加者である
場合に表示されるカスタム メッセージ。
useCustomOnlyVideoParticipantMessage
が true の場合のみ使用されます。

boolean 会議がもうすぐ終了する場合に、カスタム メッセージ
を表示するかどうかを示します。
文字列
（100）

会議がもうすぐ終了する場合に表示されるカスタム
メッセージ。
useCustomConferenceEndingMessage が
true の場合のみ使用されます。

metadata

base64 クライアントのメタデータ。
（<= 512
バイト）

unlockWithLastCall

boolean 参加者が会議から退室したときに、会議がロック解除
されるかどうかを示します。
string
表 26：制御レベル、列挙型（p.28）を参照してくださ
い。controlNone、controlLocal、または
controlConference のいずれかになります。この
会議でゲストに付与される制御レベルを定義します。
string
表 26：制御レベル、列挙型（p.28）を参照してくださ
い。controlNone、controlLocal、または
controlConference のいずれかになります。この
会議で議長に付与される制御レベルを定義します。
string
会議の最適化のプロファイルを設定します。このプロ
ファイルは、会議がエンドポイントの遠端トークンの
値を報告する方法を定義します。表 18：最適化プロ
ファイル、列挙型（p.26）を参照してください。

guestControlLevel

chairControlLevel

optimizationProfile

デフォルト：favorExperience。
useCustomMutedCanUnmuteMessage

customMutedCanUnmuteMessage

boolean true の場合、TelePresence Server で参加者の音
声入力がミュートされており、参加者が *6 を使用して
ミュートを解除できる場合に、参加者に対して表示さ
れるカスタム メッセージを有効にします。
デフォルト：true。
文字列
（500）

Cisco TelePresence Server API 4.2 製品のプログラミング リファレンス ガイド
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れており、参加者が *6 を使用してミュートを解除でき
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パラメータ名

タイプ

説明
useCustomMutedCanUnmuteMessage が
false の場合は表示されません。

useCustomMutedCannotUnmuteMessage

boolean true の場合、TelePresence Server で参加者の
音声がミュートされており、参加者が *6 を使用して
ミュートを解除できない場合に、表示されるカスタム
メッセージを有効にします。
デフォルト：true。

デフォルト：空。

customMutedCannotUnmuteMessage

文字列
（500）

TelePresence Server で参加者の音声がミュートさ
れており、参加者が *6 を使用してミュートを解除でき
ない場合に、参加者に対して表示されるメッセージ。
useCustomMutedCannotUnmuteMessage が
false の場合は表示されません。
デフォルト：空。

exitScreen
useCustomConferenceAutoDisconnectedExitMe
ssage
customConferenceAutoDisconnectedExitMessa
ge
useCustomConferenceEndedExitMessage

customConferenceEndedExitMessage
useCustomParticipantDisconnectedExitMessa
ge

customParticipantDisconnectedExitMessage

boolean エンドポイントが規則的な方法で会議から切断される
場合に、わかりやすいメッセージを表示します。デフォ
ルト：true
boolean exitScreen が True の場合、参加者が退室により
切断されたか、自動切断されたときにカスタム メッ
セージを表示します。デフォルト：false
useCustomConferenceAutoDisconnectedEx
文字列
itMessage が true の場合、参加者が切断された
（200）
ときに表示されるカスタム メッセージ。デフォルト：空
boolean exitScreen が true の場合、スケジュール済み
会議の終了、API を介した会議の削除、Web インター
フェイスを通じた会議の削除、およびグレースフル
シャットダウンによって参加者が削除されたときに、
参加者に対してカスタム メッセージを表示します。
デフォルト：false
文字列
useCustomConferenceEndedExitMessage が
（200）
true の場合、参加者が切断されたときに表示される
カスタム メッセージ。デフォルト：空
boolean exitScreen が true の場合、XCCP、API、または
Web インターフェイスを使用して参加者が切断された
か、または着信メディアがないために参加者が切断さ
れたときに、参加者に対してカスタム メッセージを表
示します。デフォルト：false
useCustomParticipantDisconnectedExitM
文字列
essage が true の場合、参加者が切断されたとき
（200）
に表示されるカスタム メッセージ。デフォルト：空

Cisco TelePresence Server API 4.2 製品のプログラミング リファレンス ガイド

63/180 ページ

パート 1：フレキシブル操作モード

flex.conference.query
指定された会議のパラメータを返します。
表 80：flex.conference.query の入力
パラメータ名
タイプ
conferenceID 文字列（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

表 81：flex.conference.query の戻りデータ
パラメータ名
conferenceID
URIs

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた会議
の ID。ID およびクライアント参照（p.12）を参照して
ください。

構造体の
配列

配列の各メンバーは、固有の会議 URI とそれに関連
付けられたアクセス レベルおよびメディア トークンを
定義する表 31：会議の接続の定義（p.35）です。
配列には、最大 2 つの会議 URI 構造体が含まれま
す。これらは、会議への 2 つのレベルのアクセス（た
とえば、議長とゲスト）を許可するために使用できま
す。配列の構造体ごとに固有の URI が必要です。

conferenceReference
conferenceName
conferenceDescription

conferenceMediaTokens
conferenceMediaTokensUnlimited

conferenceMediaCredits

conferenceMediaCreditsUnlimited

文字列
（50）

会議のクライアント参照文字列。文字列の長さが 0
より長い場合に返されます。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

文字列
（80）

会議の判読可能なラベル。文字列の長さが 0 より
長い場合に返されます。

文字列
（500）

会議の判読可能な説明。設定されている場合、
TelePresence Server は ActiveControl の会議の
説明にこの値を使用します。設定されていない場合
は、返されません。
会議に使用できるメディア トークンの最大数。
conferenceMediaTokensUnlimited を参照して
ください。設定されていない場合は、返されません。

整数
（>= 0）
boolean

会議で使用できるメディア トークンの数に制限が定
義されているかどうかを示します。設定されていな
い場合は、返されません。「無制限」整数（p.16）を
参照してください。

整数
（>= 0）

会議に使用できるメディアのクレジットの最大数。
conferenceMediaCreditsUnlimited を参
照してください。設定されていない場合は、返されま
せん。

boolean

会議で使用できるメディアのクレジットの数に制限が
定義されているかどうかを示します。設定されてい
ない場合は、返されません。「無制限」整数（p.16）を
参照してください。
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パラメータ名
duration

タイプ
整数
（>= 0）

説明
開始時間から測定された会議の期間（秒数）。会議
が 120 秒未満で終了する予定の場合、参加者には
会議での警告の送信に説明されているように、もう
すぐ終了することが通知されます。設定されていな
い場合は、返されません。durationUnlimited
を参照してください。

durationUnlimited

boolean

会議に無制限の時間が割り当てられているかどう
かを示します。設定されていない場合は、返されま
せん。「無制限」整数（p.16）を参照してください。

文字列
（80）

課金コードの文字列設定されていない場合は、返さ
れません。

整数
（>= 0）

この会議に接続できる参加者の最大数。設定されて
いない場合は、返されません。
maxParticipantsUnlimited を参照してください。

billingCode
maxParticipants
maxParticipantsUnlimited

boolean

waitForChair

boolean

会議に参加するために発信者が議長を待機する必
要があるかどうかを示します。

disconnectOnChairExit

boolean

最後の議長が会議を退室したときに、発信者が切
断されるかどうかを示します。

terminateWithLastCall

boolean

最後のコールで会議を破棄するかどうかを示します。

boolean

発信コールのみを許可できるように会議がロックさ
れているかどうかを示します。

整数
（>= 0）

会議を開始するまでの残り秒数。

構造体

このコール属性構造体（p.30）は、会議のデフォルト
のコール属性を定義します。コール属性の派生方
法（p.30）を参照してください。

locked

startTime
callAttributes
voiceSwitchingSensitivity
participantMediaResources

この会議に接続できる参加者数が無制限であるか
どうかを示します。設定されていない場合は、返され
ません。「無制限」整数（p.16）を参照してください。

整数
音声スイッチングの感度。
（0 ～ 100）
構造体

この参加者のメディア リソース構造体（p.29）は、会
議のデフォルトの参加者のメディア リソース設定を
定義します。
これらの設定は、Conference URI または参加
者レベルで定義された設定によってオーバーライド
できます。

welcomeScreen

welcomeScreenMessage

boolean

コールが会議に参加したときに、ウェルカム画面の
メッセージを 5 秒間表示するかどうかを示します。
メッセージの内容については、
welcomeScreenMessage を参照してください。

文字列
（500）

この会議のウェルカム画面のメッセージ。このメッ
セージが空の場合、ウェルカム画面のメッセージと
して会議の名前が表示されます。
conferenceDescription が設定されていない
場合、TelePresence Server は ActiveControl の
会議の説明にこの値を使用します。
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パラメータ名
useCustomPINEntryMessage
customPINEntryMessage
useCustomOptionalPINEntryMessage
customOptionalPINEntryMessage
useCustomPINIncorrectMessage
customPINIncorrectMessage

useCustomWaitingForChairMessage
customWaitingForChairMessage

useCustomOnlyVideoParticipantMessage
customOnlyVideoParticipantMessage

useCustomConferenceEndingMessage
customConferenceEndingMessage

タイプ
boolean

説明
PIN 入力画面にカスタム メッセージを表示するかど
うかを示します。

文字列
（200）

PIN 入力のカスタム メッセージ。
useCustomPINEntryMessage が true の場
合のみ使用されます。

boolean

PIN なしで会議に入室できる場合は、共有 PIN 入力
画面にカスタム メッセージを表示します。
useCustomOptionalPINEntryMessage が
true の場合に、PIN なしで会議に入室できるときの
共有 PIN 入力画面のカスタム メッセージ。
正しくない PIN が入力された後に、PIN 入力画面にカ
スタム警告メッセージを表示するかどうかを示します。

文字列
（200）
boolean
文字列
（100）

正しくない PIN が入力された場合のカスタム警告
メッセージ。
useCustomPINIncorrectMessage が true
の場合のみ使用されます。

boolean

会議に参加するために議長を待機している間に、
カスタム メッセージを表示するかどうかを示します。

文字列
（500）

会議に参加するために議長を待機している間に表
示されるカスタム メッセージ。
useCustomWaitingForChairMessage が
true の場合のみ使用されます。

boolean

参加者が唯一の（アクティブな）ビデオ参加者である
場合に、カスタム メッセージを表示するかどうかを
示します。

文字列
（500）

参加者が唯一の（アクティブな）ビデオ参加者である
場合に表示されるカスタム メッセージ。
useCustomOnlyVideoParticipantMessage
が true の場合のみ使用されます。

boolean

会議がもうすぐ終了する場合に、カスタム メッセー
ジを表示するかどうかを示します。

文字列
（100）

会議がもうすぐ終了する場合に表示されるカスタム
メッセージ。
useCustomConferenceEndingMessage が
true の場合のみ使用されます。

hasMetadata

boolean

会議に長さがゼロ以外のメタデータがあるかどうか
を示します。

unlockWithLastCall

boolean

guestControlLevel

string

chairControlLevel

string

最後の参加者が会議から退室したときに、会議が
ロック解除されるかどうかを示します。
表 26：制御レベル、列挙型（p.28）を参照してください。
controlNone、controlLocal、または
controlConference のいずれかになります。この
会議でゲストに付与される制御レベルを定義します。
表 26：制御レベル、列挙型（p.28）を参照してください。
controlNone、controlLocal、または
controlConference のいずれかになります。この
会議で議長に付与される制御レベルを定義します。

Cisco TelePresence Server API 4.2 製品のプログラミング リファレンス ガイド

66/180 ページ

パート 1：フレキシブル操作モード

パラメータ名
optimizationProfile

タイプ
string

説明
会議の最適化のプロファイル。このプロファイルは、
会議がエンドポイントの遠端トークンの値を報告す
る方法を定義します。表 18：最適化プロファイル、
列挙型（p.26）を参照してください。

useCustomMutedCanUnmuteMessage

boolean

true は、TelePresence Server で参加者の音声入
力がミュートされており、参加者が *6 を使用して
ミュートを解除できる場合に、参加者に対してカスタ
ム メッセージを表示できることを意味しています。
TelePresence Server で参加者の音声入力が
ミュートされており、参加者が *6 を使用してミュート
を解除できる場合に、参加者に対して表示される
メッセージ。
useCustomMutedCanUnmuteMessage が
false の場合は表示されません。

customMutedCanUnmuteMessage

useCustomMutedCannotUnmuteMessage

customMutedCannotUnmuteMessage

exitScreen

文字列
（500）

boolean

文字列
（500）

boolean

useCustomConferenceAutoDisconnectedExitM boolean
essage
customConferenceAutoDisconnectedExitMess 文字列
age
（200）
useCustomConferenceEndedExitMessage

customConferenceEndedExitMessage

boolean

文字列
（200）

useCustomParticipantDisconnectedExitMess boolean
age

customParticipantDisconnectedExitMessage 文字列
（200）
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true は、TelePresence Server で参加者の音声入
力がミュートされており、参加者が *6 を使用して
ミュートを解除できない場合に、参加者に対してカス
タム メッセージを表示できることを意味しています。
TelePresence Server で参加者の音声入力が
ミュートされており、参加者が *6 を使用してミュート
を解除できない場合に、参加者に対して表示される
メッセージ。
useCustomMutedCannotUnmuteMessage が
false の場合は表示されません。
エンドポイントが規則的な方法で会議から切断される
場合に、わかりやすいメッセージを表示します。デ
フォルト：true
exitScreen が True の場合、参加者が退室によ
り切断されたか、自動切断されたときにカスタム メッ
セージを表示します。デフォルト：false
useCustomConferenceAutoDisconnectedExi
tMessage が true の場合、参加者が切断されたと
きに表示されるカスタム メッセージ。デフォルト：空
exitScreen が true の場合、スケジュール済み
会議の終了、API を介した会議の削除、Web イン
ターフェイスを通じた会議の削除、およびグレースフ
ル シャットダウンによって参加者が削除されたとき
に、参加者に対してカスタム メッセージを表示しま
す。デフォルト：false
useCustomConferenceEndedExitMessage
が true の場合、参加者が切断されたときに表示さ
れるカスタム メッセージ。デフォルト：空
exitScreen が true の場合、XCCP、API、また
は Web インターフェイスを使用して参加者が切断さ
れたか、または着信メディアがないために参加者が
切断されたときに、参加者に対してカスタム メッセー
ジを表示します。デフォルト：false
useCustomParticipantDisconnectedExit
Message が true の場合、参加者が切断されたと
きに表示されるカスタム メッセージ。デフォルト：空
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flex.conference.sendUserMessage
会議のすべての参加者にメッセージを送信します。複数コールの参加者の場合、メッセージは中央のコールに
送信されます。
表 82：flex.conference.sendUserMessage の入力
パラメータ名
タイプ
conferenceID 文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライアント参
照（p.12）を参照してください。

message

必須。表示するメッセージ。

position

文字列
（500）
整数
（1 ～ 9）

ディスプレイ上の位置：
|123|
|456|
|789|
デフォルト：2。

duration

整数
（> 0）

エンドポイントでのメッセージの表示期間（秒）。TelePresence Server は 0 を受け入れま
すが、この場合の動作は定義されていません。
デフォルト：30 秒。

メッセージ表示の動作
次の優先順位でメッセージが表示されます。
1.
2.
3.
4.

カスタムの画面上のメッセージ
会議の終了警告
*6 ミュート
外部ミュート

注：優先順位の高いアクティブなメッセージの存続期間によって、*6 ミュートなどの優先順位の低いメッセージが
表示されるかどうかが決まります。表示されても、短時間のみの場合もあります。
ただし、参加者または会議に送信される優先順位の高いメッセージは、優先順位の低いメッセージがすでに表
示されている場合、常にそれらをオーバーライドします。

flex.conference.sendWarning
指定された会議のすべての参加者に、会議がもうすぐ終了することを示す警告を送信します。
可能な場合、適切なアウトオブバンド プロトコルを使用して、会議がもうすぐ終了することを参加者に通知します。
それ以外の場合、メッセージは参加者の画面に表示されます。
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表 83：flex.conference.sendWarning の入力
パラメータ名
conferenceID
secondsRemaining

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライアン
ト参照（p.12）を参照してください。

整数
（>= 0）

警告の追加情報。つまり、会議の終了予定までの残り時間。一部のエンドポイントが、
この情報を受信および使用できます。この値を設定しても、指定された時間の経過後
に会議が終了するとはかぎりません。デフォルト：会議に終了時間が定義されていな
い場合は、120 秒。有限期間の会議には、デフォルトはありません。

flex.conference.status
指定された会議のステータスを返します。
表 84：flex.conference.status の入力
パラメータ名
conferenceID

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライアント参照
（p.12）を参照してください。

表 85：flex.conference.status の戻りデータ
パラメータ名
conferenceID

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライア
ント参照（p.12）を参照してください。

locked

boolean

会議がロックされているかどうかを示します。

整数
（>= 0）

まだ確立されていない着信コールがある参加者を含めた、会議に接続されて
いる参加者数。

整数
（>= 0）

会議に接続された画面の数。

整数

会議に接続されたすべてのコールに対して設定されたメディア トークンの合計。

configuredMediaCredits 整数

会議に接続されたすべてのコールに対して設定されたメディア クレジットの合計。

numParticipants
numScreens
configuredMediaTokens
startTime

整数

現在から会議の開始時間までの、秒単位で測定された時間。この値は、現在
アクティブな会議の場合は、0 より小さくなります。

active

boolean

会議が開始されているかどうかを示します。

文字列
（50）
文字列
（50）

現在、会議に出席している参加者の ID。出席者がいない場合は、返されません。

presenterID
conferenceReference
endTime

整数

会議のクライアント参照文字列。文字列の長さが 0 より長い場合に返されます。
ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。
会議の終了予定までの、秒単位で測定された時間。会議の期間が制限されて
いる場合にのみ返されます。
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flex.licenseMode.modify
注：これらのコマンドとパラメータはシスコ専用で内部使用向けです。
マルチパーティ ライセンス モード（system.info を使用してクエリする）の場合のみサポートされます。
表 86：flex.licenseMode.modify の入力
パラメータ名
newLicenseMode
version

タイプ
説明
文字列（7） trust または key のいずれかになります。デフォルトでは、TelePresence Server は
スクリーン ライセンス モード（key）で起動します。
整数
使用されるバージョン。

表 87：flex.licenseMode.modify の戻りデータ
パラメータ名
trustSecret

タイプ
base64

説明
Trust secret.

flex.licenseMode.verify
注：これらのコマンドとパラメータはシスコ専用で内部使用向けです。
マルチパーティ ライセンス モード（system.info を使用してクエリする）の場合のみサポートされます。
表 88：flex.licenseMode.verify の入力
パラメータ名
追加のパラメータは不要。

タイプ

説明

タイプ

説明

表 89：flex.licenseMode.verify の戻りデータ
パラメータ名
なし

flex.participant.advanced.enumerate
参加者を列挙します。このコマンドは、flex.participant.enumerate の代替です。
flex.participant.enumerate は引き続き受け入れられますが、参加者を列挙するには、これらのメソッド
の一方のみを使用します。
列挙（p.23）および flex.participant.enumerate（p.77）を参照してください。
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表 90：flex.participant.advanced.enumerate の入力
パラメータ名
Cookie
max

タイプ
文字列
（150）

説明
参加者の列挙 Cookie。このフィールドは、列挙の開始時には存在せず、列挙の続行時（前の
呼び出しによって返された値を使用）に存在している必要があります。デフォルト：なし。

整数
（> 0）

応答で返す参加者の詳細の最大数。max が指定されていない場合、可能なかぎり多くのレ
コードが返されます。

conferenceID 文字列
（50）

指定された会議の参加者のみを列挙します。Cookie が存在しない場合のみ指定できます。
存在しない会議の列挙は失敗します。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。
デフォルト：なし。

表 91：flex.participant.advanced.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
タイプ
moreAvailable boolean
Cookie
参加者

説明
列挙するその他の参加者が存在するかどうかを示します。

文字列
（150）

列挙を続行するために、次の呼び出しで返される必要がある列挙 Cookie。列挙（p.23）
を参照してください。

構造体の配列

配列の各メンバーは参加者を定義する構造体です。表 92：参加者情報構造体メン
バー（P71.）を参照してください。この配列は空の場合があります。

表 92：参加者情報構造体のメンバ
パラメータ名
participantID
participantReference
displayName
conferenceID
accessLevel

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

文字列
（50）

クライアント参照文字列。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。
空の場合は存在しません。

文字列
（80）
文字列
（50）

この参加者の現在の表示名。空の場合は存在しません。

string

参加者に許可するアクセス レベル。アクセス レベル、列挙型（P.23）を参照してく
ださい。

参加者の接続先会議。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

注：着信コールは、それらが承認される（ロビー画面に達する）まで、unknown と
してレポートされます。
connectionState
calls

string
構造体
の配列

disconnected、connecting、connected、または onHold のいずれかに
なります。表 21：参加者の接続状態、列挙型（p.26）を参照してください。
この配列の各メンバーは参加者に関連付けられる 1 つのコールを定義する構造
体です。表 93：参加者コール情報構造体メンバー（p.72）を参照してください。
コールが存在しない場合、配列のメンバーは空です。
コール情報の構造体の配列の位置は、addresses 配列内の対応するアドレス
構造体の位置に一致します。
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パラメータ名
アドレス

タイプ
説明
構造体の この配列の各メンバーは、参加者に関連付けられるコールのいずれかのアドレス
配列
または URL を含む構造体です。
表 94：参加者アドレス構造体メンバー（p.72）を参照してください。
配列内の位置は、calls 配列内の関連付けられたコールの位置に一致します。

encryptionStatus

構造体

layout

string

参加者の暗号化ステータスの概要。各構造体メンバーは、この参加者に関して暗
号化できるチャネル、またはチャネルのカテゴリを表します。各メンバーの値は、
暗号化ステータス、列挙型のいずれかとなります。表 95：encryptionStatus 構造
体メンバー（p.73）および暗号化ステータス、列挙型（p.27）を参照してください。
参加者のエンドポイントに現在表示されている画面のレイアウト。
layoutSingle、layoutActivepresence、layoutProminent、または
layoutEqual のいずれかになります。この参加者の接続されたコールがない
場合は、返されません。
エンドポイントのタイプに応じて、表 9：1 画面レイアウト、列挙型（p.24）または表
10：複数画面レイアウト、列挙型（p.24）を参照してください。

mediaStatus

構造体

参加者のメディア ステータスの概要。各構造体メンバーは、この参加者でネゴシ
エートできるメディア チャネルまたはメディア チャネルのカテゴリを表します。各メ
ンバーの値は、メディア テータス列挙型のいずれかです。表 96：mediaStatus 構
造体メンバー（p.73）および列挙型（p.23）を参照してください。

表 93：参加者コール情報構造体のメンバ
パラメータ名
callID

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられたコール ID。ID およびクライアント参照（p.12）
を参照してください。

incoming

boolean

コールの方向：true は着信、false は発信を示します。

文字列
（80）

エンドポイントのアドレス。発信コールの場合、これはコールの宛先です。

protocol

string

rxBandwidth
txBandwidth

このコールで使用するコール制御プロトコル。h323 または sip のいずれかになります。列挙
型（p.23）を参照してください。

整数
整数

address

表 94：参加者アドレス構造体のメンバ
パラメータ名
URI

タイプ
文字列
（80）

説明
エンドポイントが会議に接続するために使用した、または使用される URI。着信コールの
み。発信コールの場合は返されません。
空でない場合にのみ返されます。

remoteAddress 文字列
（80）

エンドポイントに発信するために flex.participant.create(p.74)に指定されたリモート アドレ
ス。発信コールのみ。着信コールの場合は返されません。
空でない場合にのみ返されます。
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表 95：encryptionStatus 構造体のメンバ
パラメータ名
callProtocol

タイプ
string

audio
mainVideo
extendedVideo
cccp
activeControl

string
string
string
string
string

説明
コール制御プロトコルの暗号化ステータス。unknown、encrypted、mixed、または
unencrypted のいずれかになります。暗号化ステータス、列挙型（p.27）を参照してください。
この参加者の音声チャネルの暗号化ステータス。
この参加者のビデオ チャネルの暗号化ステータス。
この参加者のコンテンツ チャネルの暗号化ステータス。
Cisco Conference Control Protocol（CCCP）の暗号化ステータス。
ActiveControl シグナリング チャネルの暗号化ステータス。

表 96：mediaStatus 構造体のメンバ
パラメータ名
audioRx

タイプ
string

audioTx
videoRx
videoTx
extendedRx
extendedTx

string
string
string
string
string

説明
この参加者から受信した音声チャネルのメディア ステータス。notNegotiated、inUse、
notInUse、または muted のいずれかになります。列挙型（p.23）を参照してください。
この参加者に送信される音声チャネルのメディア ステータス。
この参加者から受信したビデオ チャネルのメディア ステータス。
この参加者に送信されるビデオ チャネルのメディア ステータス。
この参加者から受信したコンテンツ チャネルのメディア ステータス。
この参加者に送信されるコンテンツ チャネルのメディア ステータス。

flex.participant.call.disconnect
参加者の会議 URI を介して接続された着信コールを切断します。
発信コールは切断できません。発信コールの宛先を変更するには、参加者が以前の宛先を破棄して新しいアドレス
を再作成する必要があります。
表 97：flex.participant.call.disconnect の入力
パラメータ名
participantID
position

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント参
照（p.12）を参照してください。

整数
（>= 0）

必須。グループのエンドポイントの相対位置。0 は視聴位置から見た画面の左端を表します。

このコマンドは、次の状況では失敗します。




参加者のコールが参加者の会議 URI を介して接続されなかった。
参加者のコールが発信コールである。
参加者に対して位置の値が無効である。
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flex.participant.clearImportant
指定された参加者の、重要な参加者としての指定を削除します。
表 98：flex.participant.clearImportant の入力
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント参
照（p.12）を参照してください。

flex.participant.create
指定された会議に関連付けられたる単一コールまたは複数コールの参加者を作成します。
コマンドが正常に実行されると、新しい参加者のメディア リソース（トークンおよびクレジット）が予約されます。
メディアの予約（p.17）を参照してください。

注：コールのトークン要件はコールをインスタンス化する前は把握できないため、コールに十分なリソースがある
かどうかを判断するために flex.participant.create または flex.participant.modify は確認
されません。そのため、クライアント側でコールに十分なリソースがあることを確認する必要があります。
このコマンドは、次の状況では失敗することがあります。




audioIndex 値および contentIndex 値が無効である
参加者のコール定義構造体（p.36）のルールが満たされていない
cascadeRole が cascadeNone ではなく、複数のコールが calls 配列に定義されている

表 99：flex.participant.create の入力
パラメータ名
conferenceID

タイプ
文字列（50）

説明
必須。会議 ID。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してくだ
さい。

calls

構造体の配列

必須。配列の各メンバーは、この参加者のコールを指定する参加者
のコール定義構造体（p.36）です。1 つ以上のコール定義構造体を
指定する必要があり、最大 4 つまで指定できます。複数コールの参
加者の場合、構造体の配列位置は他のコールに関するコールの物
理的な位置に対応します。たとえば、3 コールの参加者の配列位置
は、0 が左、1 が中央、2 が右といった物理的な位置に対応します。
追加の画面を自動的にネゴシエートするエンドポイントの場合（T3
など）、位置 0 にのみコールを指定する必要があります。残りのコー
ルはネゴシエートされたときに追加されます。

participantReference

文字列（50）

クライアント参照文字列。ID およびクライアント参照（p.12）を参照し
てください。デフォルト：空。

PIN

文字列（40）

会議 URI に接続するときに、この参加者が使用する数値 PIN。参
加者は、PIN で保護された URI にコールするときは、PIN を入力す
るだけです。
PIN は、TelePresence Server がエンドポイントにコールする場合
は要求されません。PIN が必要ないコールに PIN が指定されると
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パラメータ名

タイプ

説明
（すべてのコールが発信であるため）、TelePresence Server は障
害コード 102 を返します。
デフォルト：空。

非推奨：代わりに PINs を使用してください。
PINs

コールのいずれかが着信の場合の、この参加者の PIN のリスト。
最大 2。

callAttributes

参加者の PIN
定義（p.36）の
配列
構造体

participantMediaResources

構造体

構造体メンバーの詳細については、参加者のメディア リソース構造
体（p.29）を参照してください。この構造体で定義された設定は会議
のデフォルトの参加者のメディア リソース設定をオーバーライドしま
す。デフォルト：会議のデフォルトの参加者のメディア リソース設定
を継承します。

camerasCrossed

boolean

calls によって指定されたエンドポイント グループ内のカメラが交
差されるかどうかを指定します。calls 配列の長さ = 1 の場合は無
視されます。デフォルト：false。

audioIndex

整数（>= 0）

contentIndex

音声を受信するコールの calls 配列内の位置。位置は、calls
配列内に存在している必要があります。最初の位置は 0 です。
calls 配列の長さ = 1 の場合は無視されます。デフォルト：0。

整数（>= 0）

コンテンツを受信するコールの calls 配列内の位置。位置は、
calls 配列内に存在している必要があります。最初の位置は 0 で
す。calls 配列の長さ = 1 の場合は無視されます。デフォルト：0。

displayName

文字列（80）

エンドポイントの設定された表示名。これは、エンドポイントの表示
名設定をオーバーライドします。デフォルト：空。

dtmf

文字列（127）

audioIndex によって指名されたコールに送信されるシーケンス
内の有効な DTMF（p.20）文字。このシーケンスはダイヤル アウト
するときのみ送信され、着信コールの場合は送信されません。デ
フォルト：空。

callerName

文字列（80）

エンドポイントで認識される発信側名。着信コールの場合は使用さ
れません。デフォルト：空。

callerAddress

文字列（80）

エンドポイントで認識される発信側アドレス。着信コールの場合は使
用されません。デフォルト：空。

cascadeRole

string

cascadeNone、cascadeMaster、または cascadeSlave にな
ります。表 17：カスケード ロール、列挙型（p.26）を参照してください。
デフォルト：cascadeNone。

構造体メンバーの詳細については、コール属性構造体（p.30）を参
照してください。この構造体で定義された設定は、会議のデフォルト
コール属性設定をオーバーライドします。コール属性の派生方法
（p.30）を参照してください。デフォルト：会議のデフォルト コール属
性を継承します。
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表 100：flex.participant.create の戻りデータ
パラメータ名
participantID

タイプ 説明
文字列 TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。この参加者を制御またはク
（50）
エリするためのコマンドの以降のすべての呼び出しで、この ID を使用して参加者を参
照する必要があります。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

participantReference

文字列 クライアント参照文字列。空でない場合に返されます。ID およびクライアント参照
（50）
（p.12）を参照してください。

flex.participant.deletions.enumerate
削除された参加者のみを列挙します。
応答には、最初の呼び出しで指定した extended の値に応じて、participantIDs 配列または IDs 配列
のいずれかが含まれます。
表 101：flex.participant.deletions.enumerate の入力
パラメータ名
Cookie
max

タイプ
文字列
（150）

説明
参加者の削除の列挙 Cookie。このフィールドは、列挙の開始時には存在せず、列挙を続行
するために（前の呼び出しによって返された値を使用）存在している必要があります。デフォル
ト：なし。

整数
（> 0）

応答で返される参加者削除レコードの最大数。max が指定されていない場合、可能なかぎり
多くのレコードが返されます。

conferenceID 文字列
（50）
extended

boolean

指定された会議の参加者のみを列挙します。Cookie が存在しない場合のみ指定できます。
存在しない会議の列挙は失敗します。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。
デフォルト：なし。
true の場合、応答には IDs 配列が含まれます。false の場合、応答には
participantIDs 配列が含まれます。extended は最初の列挙コマンドでのみ受け入れ
られ、後続の列挙では無視されます。列挙の間に返される配列のタイプは変更できません。
デフォルト：false。

表 102：flex.participant.deletions.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
moreAvailable
Cookie

タイプ
boolean

説明
列挙するその他の参加者の削除が存在するかどうかを示します。

文字列
（150）

列挙を続行するために、次の呼び出しに指定する必要がある Cookie。

participantIDs 文字列の
配列
ID

構造体の
配列

配列の各メンバーは削除された参加者を識別する文字列（50）です。ID およびクライア
ント参照（p.12）を参照してください。IDs が返された場合は、返されません。
配列の各メンバーは削除された参加者と、参加者が削除された会議を識別する構造体
です。表 103：IDs 配列構造体メンバー（p.77）を参照してください。
participantIDs が返された場合は、返されません。
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表 103：IDs 配列構造体のメンバ
パラメータ名
participantID
conferenceID

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント参照
（p.12）を参照してください。

文字列
（50）

TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライアント参照
（p.12）を参照してください。

sipReasonHeader string

オプション。設定されている場合、SIP コールの切断理由ヘッダーの最初の 63 文字。

flex.participant.destroy
指定された参加者を破棄します。既存コールはすべて破棄されます。
表 104：flex.participant.destroy の入力
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

allowExitScreen boolean

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。
オプション。allowExitScreen が false の場合、会議の exitScreen 設定はオー
バーライドされ、false に設定されます。デフォルト：False。

flex.participant.enumerate
参加者を列挙します。代わりに代替コマンド flex.participant.advanced.enumerate を使用できます
が、1 つのタイプの参加者列挙のみを使用する必要があります。
列挙（p.）およびflex.participant.advanced.enumerate（p.70）を参照してください。
表 105：flex.participant.enumerate の入力
パラメータ名
Cookie
max
conferenceID

タイプ
文字列
（150）

説明
参加者の列挙 Cookie。このフィールドは、列挙の開始時には存在せず、列挙の続行時
（前の呼び出しによって返された値を使用）に存在している必要があります。デフォルト：
なし。

整数
（> 0）

応答で返す参加者の詳細の最大数。max が指定されていない場合、可能なかぎり多く
のレコードが返されます。

文字列
（50）

指定された会議の参加者のみを列挙します。Cookie が存在しない場合のみ指定でき
ます。存在しない会議の列挙は失敗します。ID およびクライアント参照（p.12）を参照して
ください。デフォルト：なし。

表 106：flex.participant.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
moreAvailable
Cookie

タイプ
boolean

説明
列挙するその他の参加者が存在するかどうかを示します。

文字列
（150）

列挙を続行するために、次の呼び出しで返される必要がある列挙 Cookie。列挙（p. 23）
を参照してください。
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パラメータ名
参加者

タイプ
説明
構造体の 配列の各メンバーは参加者を定義する構造体です。表 107：参加者情報構造体メンバー
配列
（P78.）を参照してください。この配列は空の場合があります。

表 107：参加者情報構造体のメンバ
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

participantReference 文字列
（50）

クライアント参照文字列。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。空
の場合は存在しません。

displayName

文字列
（80）
文字列
（50）

この参加者の現在の表示名。空の場合は存在しません。

string

参加者に許可するアクセス レベル。アクセス レベル、列挙型（P.23）を参照してく
ださい。

conferenceID
accessLevel

参加者の接続先会議。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

注：着信コールは、それらが承認される（ロビー画面に達する）まで、unknown とし
てレポートされます。
connectionState
calls

disconnected、connecting、connected、または onHold のいずれかにな
ります。表 21：参加者の接続状態、列挙型（p.26）を参照してください。
構造体の この配列の各メンバーは参加者に関連付けられる 1 つのコールを定義する構造
配列
体です。表 108：参加者コール情報構造体メンバー（p.78）を参照してください。
string

コールが存在しない場合、配列のメンバーは空です。
コール情報の構造体の配列の位置は、addresses 配列内の対応するアドレス
構造体の位置に一致します。
addresses

構造体の この配列の各メンバーは、参加者に関連付けられるコールのいずれかのアドレス
配列
または URL を含む構造体です。
表 109：参加者アドレス構造体メンバー（p.79）を参照してください。
配列内の位置は、calls 配列内の関連付けられたコールの位置に一致します。

表 108：参加者コール情報構造体のメンバ
パラメータ名
callID

タイプ
文字列（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられたコール ID。ID およびクライアント参照（p.12）を
参照してください。

incoming

boolean

コールの方向：true は着信、false は発信を示します。

文字列（80）

エンドポイントのアドレス。発信コールの場合、これはコールの宛先です。

address
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表 109：参加者アドレス構造体のメンバ
パラメータ名
URI

タイプ
文字列
（80）

説明
エンドポイントが会議に接続するために使用した、または使用される URI。着信コールのみ。
発信コールの場合は返されません。
空でない場合にのみ返されます。

remoteAddress 文字列
（80）

エンドポイントに発信するために flex.participant.create(p.74)に指定されたリモート アドレス。
発信コールのみ。着信コールの場合は返されません。
空でない場合にのみ返されます。

flex.participant.media.enumerate
メディア情報の参加者を列挙します。参加者は 1 つ以上のコールで構成できます。
列挙は、Cookie によって示されるとおりに、メソッドの以前の呼び出し以降に、新たに追加された参加者とトークン
設定が変更されたコールを返します。

注：パラメータ maxTokensPerChannelConfigured および
maxTokensPerChannelConfiguredUnlimited のいずれかのみが返されます。「無制限」整数（p.16）を
参照してください。
表 110：flex.participant.media.enumerate の入力
パラメータ名
Cookie
max
conferenceID

タイプ
文字列
（150）

説明
参加者メディアの列挙 Cookie。このフィールドは、列挙の開始時には存在せず、列挙の続行時
（前の呼び出しによって返された値を使用）に存在している必要があります。デフォルト：なし。

整数
（> 0）

応答で返される参加者メディアの詳細の最大数。max が指定されていない場合、可能なかぎ
り多くのレコードが返されます。

文字列
（50）

指定された会議の参加者のみを列挙します。Cookie が存在しない場合のみ指定できます。
存在しない会議の列挙は失敗します。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。
デフォルト：なし。

表 111：flex.participant.media.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
moreAvailable
Cookie

タイプ
boolean

説明
列挙するその他の参加者が存在するかどうかを示します。

文字列
（150）

列挙を続行するために、次の呼び出しで返される必要がある Cookie。

participantMediaInfo 構造体の
配列

この配列の各メンバーは、列挙された参加者のメディア トークンの使用方法を定
義する構造体です。データが返されない場合、配列が空となることがあります。
表 112：参加者メディア情報構造体メンバー（p.80）を参照してください。
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表 112：参加者メディア情報構造体のメンバ
パラメータ名
participantID
conferenceID
participantReference
mainVideoTokenInfo

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアン
ト参照（p.12）を参照してください。

文字列
（50）

TelePresence Server によって割り当てられた会議の ID。ID およびクライアン
ト参照（p.12）を参照してください。

文字列
（50）

クライアント参照文字列。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。
空の場合は存在しません。

構造体

メイン ビデオのトークンを定義する構造体。表 113：参加者トークン情報構造体
メンバー（p.80）を参照してください。

extendedVideoTokenInfo 構造体

拡張ビデオのトークン（コンテンツ）を定義する構造体。表 113：参加者トークン
情報構造体メンバー（p.80）を参照してください。

audioTokenInfo

構造体

音声のトークンを定義する構造体。表 113：参加者トークン情報構造体メンバー
（p.80）を参照してください。

整数
（>= 0）

参加者に設定されるクレジットの数。

整数
（>= 0）

遠端機能に一致させるために必要なクレジットの数。

整数
（>= 0）

近端機能に一致させるために必要なクレジットの数。

creditsConfigured
creditsFarEnd

creditsNearEnd

遠端機能がまだ不明であるか、一部のコールがまだ確立されていない場合は、
存在しません。
遠端機能がまだ不明であるか、一部のコールがまだ確立されていない場合は、
存在しません。

表 113：参加者トークン情報構造体のメンバ
パラメータ名
maxTokensConfigured
maxTokensPerChannelConfigured

タイプ
整数
（>= 0）

説明
会議または参加者の設定に関するトークンの最大数。

整数
（>= 0）

会議または参加者の設定に関するチャネルあたりの
トークンの最大数。
maxTokensPerChannelConfiguredUnlimited
が返される場合（true）は、返されません。

maxTokensPerChannelConfiguredUnlimited boolean

maxTokensPerChannelFarEnd

整数
（>= 0）

会議や参加者の設定に関するチャネルごとのトークン
の最大数が無制限であるかどうかを示します。
maxTokensPerChannelConfigured が返される
場合は、暗黙的な false であるため、返されません。
遠端の機能に関するチャネルあたりのトークンの最大
数。遠端に広範な機能がある場合、これらは最大に対
応します。
遠端機能がまだ不明であるか、一部のコールがまだ確
立されていない場合は、存在しません。

maxTokensFarEnd

整数
（>= 0）

遠端の機能に関するトークンの最大数。遠端に広範な
機能がある場合、これらは最大に対応します。
遠端機能がまだ不明であるか、一部のコールがまだ確
立されていない場合は、存在しません。
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パラメータ名
maxTokensPerChannelNearEnd

タイプ
整数
（>= 0）

説明
TelePresence Server によってアドバタイズされたチャ
ネルあたりのトークンの最大数。
遠端機能がまだ不明であるか、一部のコールがまだ確
立されていない場合は、存在しません。

maxTokensNearEnd

整数
（>= 0）

TelePresence Server によってアドバタイズされたトー
クンの最大数。
遠端機能がまだ不明であるか、一部のコールがまだ確
立されていない場合は、存在しません。

flex.participant.modify
指定した参加者のコール属性、メディア リソース、および表示名を変更します。指定したパラメータのみが変更
されます。
コール属性を変更すると、変更はこの参加者のすべてのコールに適用されます。メディア リソースは、参加者の
メディア配信（p.16）に説明されているとおりに配信されます。

注：コールのトークン要件はコールをインスタンス化する前は把握できないため、コールに十分なリソースがある
かどうかを判断するために flex.participant.create または flex.participant.modify は確認
されません。そのため、クライアント側でコールに十分なリソースがあることを確認する必要があります。
表 114：flex.participant.modify の入力
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およ
びクライアント参照（p.12）を参照してください。

文字列
（80）

エンドポイントの設定された表示名。これは、エンドポイントの表示名設定
をオーバーライドします。

callAttributes

構造体

このコール属性の構造体（p.30）は、参加者のコール属性を変更します。
これらの設定は、会議のデフォルト コール属性の設定をオーバーライドし
ます。コール属性の派生方法（p.30）を参照してください。

participantMediaResources

構造体

この参加者のメディア リソース構造体（p.29）は、参加者のメディア リソース
設定を変更します。これらの設定は、会議のデフォルトの参加者のメディア
リソース設定をオーバーライドします。

displayName

存在する場合、この構造体は、すべての参加者のメディア構成設定を更
新します。未指定のオプション フィールドはデフォルト値に設定されます。
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flex.participant.query
指定した参加者のパラメータを返します。
表 115：flex.participant.query の入力
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント参照（p.12）
を参照してください。

表 116：flex.participant.query の戻りデータ
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およ
びクライアント参照（p.12）を参照してください。

conferenceID

文字列（50）

会議 ID。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

文字列（40）

数値 PIN。

PIN

非推奨：代わりに PINs を使用してください。
PINs
callAttributes

参加者の PIN
定義（p.36）の
配列
構造体

コールのいずれかが着信の場合の、この参加者の PIN のリスト。
最大 2。
これは、クエリされた参加者の以前に指定されたか継承されたコー
ル属性の構造体（p.30）です。コール属性の派生方法（p.30）を参照
してください。

注：着信コールは承認される（ロビー画面に達する）まで、その
accessLevel は unknown としてレポートされます。
participantMediaResources 構造体

これは、クエリされた参加者の以前に指定されたか継承された参加
者のメディア リソース構造体（p.29）です。

calls

構造体の配列

配列の各メンバーは、この参加者のコールのいずれかの仕様を含
む参加者のコール定義の構造体（p.36）です。配列には 1 つ以上、
最大 4 つまでメンバーが含まれます。

camerasCrossed

boolean

calls によって指定されたエンドポイント グループ内のカメラが交
差されるかどうかを指定します。

audioIndex

整数（>= 0）

音声を受信するコールの calls 配列内の位置。

contentIndex

整数（>= 0）

cascadeRole

string

participantReference

文字列（50）

displayName

文字列（80）

コンテンツを受信するコールの calls 配列内の位置。

cascadeNone、cascadeMaster、または cascadeSlave にな
ります。表 17：カスケード ロール、列挙型（p.26）を参照してください。
クライアント参照文字列。ID およびクライアント参照（p.12）を参照し
てください。文字列の長さが 0 より長い場合に返されます。
エンドポイントの設定された表示名。これは、エンドポイントの表示
名設定をオーバーライドします。文字列の長さが 0 より長い場合に
返されます。
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パラメータ名
dtmf

タイプ
文字列（127）

説明
audioIndex によって指名されたコールに送信されるシーケンス
内の有効な DTMF（p.20）文字。このシーケンスはダイヤル アウト
するときのみ送信され、着信コールの場合は送信されません。

callerName

文字列（80）

エンドポイントで認識される発信側名。着信コールの場合は使用さ
れません。文字列の長さが 0 より長い場合に返されます。

callerAddress

文字列（80）

エンドポイントで認識される発信側アドレス。着信コールの場合は使
用されません。文字列の長さが 0 より長い場合に返されます。

flex.participant.requestDiagnostics
参加者のコール診断を要求します。参加者にアクティブ コールがない場合、TelePresence Server は障害コード
56 を返します。障害コード（p.107）を参照してください。
表 117：flex.participant.requestDiagnostics の入力
パラメータ名
participantID
receiverURI

sourceIdentifier

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント
参照を参照してください。

文字列
（255）

必須。診断の送信先の完全修飾 http または https URI（たとえば、
http://example.com:5050/RPC2 または https://example.com:5050/RPC2）。ポート
番号が指定されていない場合、デバイスはプロトコルのデフォルト（それぞれ、80 と
443）を使用します。

文字列
（255
ASCII）

送信元 ID。指定すると、ID は参加者の診断とともに返されます。存在しない場合は、
装置のポート A の MAC アドレスが指定されます。

非同期応答
flex.participant.requestDiagnostics は、必要な情報がすぐに使用できないため、非同期で動作
します。そのため、特定の参加者（participantID によって識別）に対してクエリを実行する場合は、
receiverURI を指定する必要があります。診断は、receiverURI に送り返されます。送り返されるメッセー
ジは、methodName が participantDiagnosticsResponse の XML-RPC methodCall で、audioRx、
audioTx、auxiliaryAudioRx、auxiliaryAudioTx、videoRx、videoTx、contentVideoRx、
contentVideoTx の各配列が含まれ、それぞれに多数の構造体（存在するストリームごとに 1 つずつ）が含
まれます。各構造体タイプのメンバー パラメータについて次で説明します。
TelePresence Server が処理可能なこのタイプの同時非同期要求は最大 10 であるため、保留中の要求数が
この制限を超えた場合は、このコマンドは障害コード 203 で失敗します。
表 118：flex.participant.requestDiagnostics の非同期の戻りデータ
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
これらの診断が関連する参加者の ID。ID およびクライアント参照を参照してください。

sourceIdentifier

string

元の要求で指定された送信元 ID。存在しない場合は、装置のイーサネット ポート A
の MAC アドレスが指定されます。

Cisco TelePresence Server API 4.2 製品のプログラミング リファレンス ガイド

83/180 ページ

パート 1：フレキシブル操作モード

パラメータ名
audioRx

タイプ
配列

説明
audioRx ストリーム構造体の配列。表 119：audioRx ストリーム構造体メンバー
（p.84）を参照してください。
audioTx ストリーム構造体の配列。表 120：audioTx ストリーム構造体メンバー
（p.84）を参照してください。
auxiliaryAudioRx ストリーム構造体の配列。表 121：auxiliaryAudioRx ストリー
ム構造体メンバー（p.85）を参照してください。
auxiliaryAudioTx ストリーム構造体の配列。表 122：auxiliaryAudioTx ストリー
ム構造体メンバー（p.85）を参照してください。
videoRx ストリーム構造体の配列。表 123：videoRx ストリーム構造体メンバー
（p.85）を参照してください。

audioTx

配列

auxiliaryAudioRx

配列

auxiliaryAudioTx

配列

videoRx

配列

videoTx

配列

videoTx ストリーム構造体の配列。表 124：videoTx ストリーム構造体メンバー
（p.86）を参照してください。

contentVideoRx

配列

contentRx ストリーム構造体の配列。表 125：contentVideoRx ストリーム構造体
メンバー（p.87）を参照してください。

contentVideoTx

配列

contentTx ストリーム構造体の配列。表 126：contentVideoTx ストリーム構造体
メンバー（p.88）を参照してください。

表 119：audioRx ストリーム構造体のメンバ
パラメータ名
codec

タイプ
string

説明
使用中のコーデック。

boolean

ストリーム データが暗号化されているかどうかを示します。

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のチャネルのビット レート。

jitter

整数

トランスコードされたストリームの場合、このストリームの現在のジッター：ミリ秒（ms）
単位で測定されます。

energy

整数

信号レベル。デシベル（dB）単位で測定されます。

整数

このストリームで受信したパケットの数。

整数

このストリームでエラーを伴うパケットの数。

整数

このストリームで失われたパケットの数。

整数

このストリームで受信したフレームの数。

整数

このストリームでエラーを伴うフレームの数。

boolean

ストリームがミュートされているかどうかを示します。

整数

ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このメディア ストリームの
FEC オーバーヘッドのパーセンテージ。たとえば値 50 は、1 FEC パケットを使用して
各 2 つのメディア パケットを保護することを意味します。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。FEC を使用して回復されたメ
ディア パケットの数。

encrypted

channelBitRate

packetsReceived
packetErrors

packetsMissing
framesReceived
frameErrors
muted

clearPathOverhead

clearPathRecovered 整数

表 120：audioTx ストリーム構造体のメンバ
パラメータ名
codec

encrypted

タイプ
string

説明
使用中のコーデック。

boolean

ストリーム データが暗号化されているかどうかを示します。
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パラメータ名
channelBitRate
packetsSent
muted

packetsLost
clearPathOverhead

タイプ
整数

説明
1 秒あたりのビット数（bps）単位のチャネルのビット レート。

整数
boolean

このストリームで送信されたパケットの数。
ストリームがミュートされているかどうかを示します。

整数
整数

遠端からの RTCP によってレポートされた、このストリームから失われたパケットの数。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このメディア ストリームの
FEC オーバーヘッドのパーセンテージ。たとえば、値 50 は、1 FEC パケットを使用し
て各 2 つのメディア パケットを保護することを意味します。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。遠端からの RTCP によってレ
ポートされた、FEC を使用して回復されたメディア パケットの数。

clearPathRecovered 整数

表 121：auxiliaryAudioRx ストリーム構造体のメンバ
パラメータ名
codec

encrypted

channelBitRate

タイプ
string

説明
使用中のコーデック。

boolean

ストリーム データが暗号化されているかどうかを示します。

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のチャネルのビット レート。

jitter

整数

トランスコードされたストリームの場合、このストリームの現在のジッター：ミリ秒（ms）
単位で測定されます。

energy

整数

信号レベル。デシベル（dB）単位で測定されます。

整数

このストリームで受信したパケットの数。

整数

このストリームでエラーを伴うパケットの数。

整数

このストリームで失われたパケットの数。

整数

このストリームで受信したフレームの数。

整数

このストリームでエラーを伴うフレームの数。

boolean

ストリームがミュートされているかどうかを示します。

packetsReceived
packetErrors

packetsMissing
framesReceived
frameErrors
muted

表 122：auxiliaryAudioTx ストリーム構造体のメンバ
パラメータ名
codec

encrypted

channelBitRate
packetsSent
muted

タイプ
string

説明
使用中のコーデック。

boolean

ストリーム データが暗号化されているかどうかを示します。

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のチャネルのビット レート。

整数
boolean

このストリームで送信されたパケットの数。
ストリームがミュートされているかどうかを示します。

表 123：videoRx ストリーム構造体のメンバ
パラメータ名
streamType

タイプ
string

説明
transcoded または multistream のいずれかになります。配列要素がトラ
ンスコードされたビデオ ストリームまたはスイッチド ビデオ ストリームのいずれ
を表しているかを示します。スイッチド ストリームの場合は、下記の注を参照し
てください。
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パラメータ名
codec

タイプ
string

説明
使用中のコーデック。

height

整数

ピクセル単位のストリームの高さ。スイッチド ストリームの場合：より低い解像
度を受信できる場合でも、メディアの送信元からの TS によって要求された解
像度を提供します。

width

整数

ピクセル単位のストリームの幅。スイッチド ストリームの場合：より低い解像度
を受信できる場合でも、メディアの送信元からの TS によって要求された解像
度を提供します。

encrypted

boolean

ストリーム データが暗号化されているかどうかを示します。

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のチャネルのビット レート。

expectedBitRate
expectedBitRateReason
actualBitRate
jitter

整数
string
整数
整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のこのストリームの予期されるビット レート。
viewedSize、errorPackets、または notLimited のいずれかになります。
1 秒あたりのビット数（bps）単位で測定されたこのストリームのビット レート。
トランスコードされたストリームの場合、このストリームの現在のジッター：ミリ秒
（ms）単位で測定されます。

packetsReceived

整数

このストリームで受信したパケットの数。

整数

このストリームでエラーを伴うパケットの数。

整数

このストリームで受信したフレームの数。

整数

このストリームでエラーを伴うフレームの数。

整数

1 秒あたりに受信されるフレームの数。スイッチド ストリームの場合：より低い
フレーム レートで受信できる場合でも、メディアの送信元からの TS によって
要求されたフレーム レートを提供します。

channelBitRate

packetErrors

framesReceived
frameErrors
frameRate

fastUpdateRequestsSent 整数
muted

送信されたクイック更新要求の数。

boolean

ストリームがミュートされているかどうかを示します。

clearPathOverhead

整数

clearPathRecovered

整数

clearPathLTRFRepaired

整数

ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このメディア ストリーム
の FEC オーバーヘッドのパーセンテージ。たとえば値 50 は、1 FEC パケット
を使用して各 2 つのメディア パケットを保護することを意味します。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。FEC を使用して回復さ
れたメディア パケットの数。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このストリームに組み込
まれた長期参照フレームを参照して修復されたフレームの数。

表 124：videoTx ストリーム構造体のメンバ
パラメータ名
streamType

タイプ
string

codec

string

説明
transcoded または multistream のいずれかになります。配列要素
がトランスコードされたビデオ ストリームまたはスイッチド ビデオ ストリー
ムのいずれを表しているかを示します。スイッチド ストリームの場合は、
下記の注を参照してください。
使用中のコーデック。

height

整数

ピクセル単位のストリームの高さ。スイッチド ストリームの場合：より低い
解像度を送信できる場合でも、TS からのメディアの宛先によって要求さ
れた解像度を提供します。

width

整数

ピクセル単位のストリームの幅。スイッチド ストリームの場合：より低い
解像度を送信できる場合でも、TS からのメディアの宛先によって要求さ
れた解像度を提供します。
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パラメータ名
encrypted

channelBitRate

タイプ
boolean

説明
ストリーム データが暗号化されているかどうかを示します。

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のチャネルのビット レート。

configuredBitRate

整数

チャネルの設定されたビット レート（bps 単位）。これが
channelBitRate と異なる理由については、
configuredBitRateReason を参照してください。メディアの送信元
からの TS によって要求されたビットレート。

configuredBitRateReason

string

aggregateBandwidth、flowControl、または notLimited の
いずれかにあります。

actualBitRate

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位で測定されたこのストリームのビット
レート。

packetsSent

整数

このストリームで送信されたパケットの数。

frameRate

整数

1 秒あたりに送信されるフレームの数。スイッチド ストリームの場合：より
低いフレーム レートで送信できる場合でも、TS からのメディアの宛先に
よって要求されたフレーム レートを提供します。

fastUpdateRequestsReceived

整数

受信したクイック更新要求の数。

boolean

ストリームがミュートされているかどうかを示します。

packetsLost

整数

clearPathOverhead

整数

clearPathRecovered

整数

clearPathLTRF

boolean

遠端からの RTCP によってレポートされた、このストリームから失われた
パケットの数。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このメディア スト
リームの FEC オーバーヘッドのパーセンテージ。たとえば値 50 は、
1 FEC パケットを使用して各 2 つのメディア パケットを保護することを意
味します。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。遠端からの
RTCP によってレポートされた、FEC を使用して回復されたメディア パ
ケットの数。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。長期参照フレーム
がこのストリームに挿入されている場合は、true です。

muted

表 125：contentVideoRx ストリーム構造体のメンバ
パラメータ名
streamType
codec

タイプ
string
string

説明
常に transcoded です。
使用中のコーデック。

整数

ピクセル単位のストリームの高さ。

整数

ピクセル単位のストリームの幅。

boolean

ストリーム データが暗号化されているかどうかを示します。

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のチャネルのビット レート。

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のこのストリームの予期されるビット レート。

string

viewedSize、errorPackets、または notLimited のいずれかになります。

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位で測定されたこのストリームのビット レート。

jitter

整数

トランスコードされたストリームの場合、このストリームの現在のジッター：ミリ秒
（ms）単位で測定されます。

packetsReceived

整数

このストリームで受信したパケットの数。

height
width

encrypted

channelBitRate

expectedBitRate

expectedBitRateReason
actualBitRate
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パラメータ名
packetErrors

framesReceived
frameErrors
frameRate

タイプ
整数

説明
このストリームでエラーを伴うパケットの数。

整数

このストリームで受信したフレームの数。

整数

このストリームでエラーを伴うフレームの数。

整数

1 秒あたりに受信されるフレームの数。スイッチド ストリームの場合：より低いフ
レーム レートで受信できる場合でも、メディアの送信元からの TS によって要求
されたフレーム レートを提供します。

fastUpdateRequestsSent 整数
clearPathOverhead

整数

clearPathRecovered

整数

clearPathLTRFRepaired

整数

送信されたクイック更新要求の数。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このメディア ストリーム
の FEC オーバーヘッドのパーセンテージ。たとえば値 50 は、1 FEC パケットを
使用して各 2 つのメディア パケットを保護することを意味します。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。FEC を使用して回復さ
れたメディア パケットの数。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このストリームに組み込
まれた長期参照フレームを参照して修復されたフレームの数。

表 126：contentVideoTx ストリーム構造体のメンバ
パラメータ名
streamType
codec
height
width

encrypted

channelBitRate

タイプ
string
string

説明
常に transcoded です。
使用中のコーデック。

整数

ピクセル単位のストリームの高さ。

整数

ピクセル単位のストリームの幅。

boolean ストリーム データが暗号化されているかどうかを示します。
整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位のチャネルのビット レート。

configuredBitRate

整数

configuredBitRateReason

string

チャネルの設定されたビット レート（bps 単位）。これが
channelBitRate と異なる理由については、
configuredBitRateReason を参照してください。

actualBitRate

整数

1 秒あたりのビット数（bps）単位で測定されたこのストリームのビット レート。

整数

このストリームで送信されたパケットの数。

整数

1 秒あたりに送信されるフレームの数。スイッチド ストリームの場合：より
低いフレーム レートで送信できる場合でも、TS からのメディアの宛先に
よって要求されたフレーム レートを提供します。

packetsSent
frameRate

fastUpdateRequestsReceived 整数
packetsLost

clearPathOverhead
clearPathRecovered
clearPathLTRF

aggregateBandwidth、flowControl、または notLimited のい
ずれかにあります。

受信したクイック更新要求の数。

遠端からの RTCP によってレポートされた、このストリームから失われたパ
ケットの数。
整数
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このメディア ストリー
ムの FEC オーバーヘッドのパーセンテージ。たとえば値 50 は、1 FEC パ
ケットを使用して各 2 つのメディア パケットを保護することを意味します。
整数
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。遠端からの RTCP
によってレポートされた、FEC を使用して回復されたメディア パケットの数。
boolean ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。長期参照フレーム
がこのストリームに挿入されている場合は、true です。
整数
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flex.participant.requestPreview
指定参加者とやり取りされるビデオ ストリームの JPEG プレビューを要求します。
flex.participant.requestPreview は、参加者プレビューがすぐに使用できないため、非同期で動作
します。そのため、特定の参加者（participantID によって識別）に対して要求を実行する場合は、
receiverURI を指定する必要があります。
TelePresence Server が処理可能なこのタイプの同時非同期要求は最大 10 であるため、保留中の要求数が
この制限を超えた場合は、このコマンドは障害コード 203 で失敗します。
表 127：flex.participant.requestPreview の入力
パラメータ名
participantID
receiverURI

streams
sourceIdentifier

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライア
ント参照（p.12）を参照してください。

文字列
（255）

必須。プレビューの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえば、
http://example.com:5050/RPC2 または https://example.com:5050/RPC2）。ポー
ト番号が指定されていない場合、デバイスはプロトコルのデフォルト（それぞれ、80 と
443）を使用します。

構造体の
配列

必須。配列の各メンバーは、どのストリームをプレビューするか識別する表 128：スト
リームの構造体の入力（p.89）です。1 つ以上のストリームを指定する必要がありま
す。最大 4 つまで指定できます（グループ化されたエンドポイントの場合）。

文字列
送信元 ID。指定すると、ID はプレビューとともに返されます。存在しない場合は、
（255）
ポート A の MAC アドレスが使用されます。
ASCII 文字
のみ

表 128：ストリームの構造体の入力
パラメータ名
streamIdentifier

position

maxWidth

タイプ
string

説明
必須。プレビューするビデオ ストリーム。rxMainVideo、txMainVideo、または
extendedVideo のいずれかになります。extendedVideo の場合、現在アクティ
ブな方に応じて、TelePresence Server によって incoming または outgoing の
選択が決定され、それが応答で返されます。

整数
（>= 0 およ
び <= {画
面数} - 1）

streamIdentifier が extendedVideo でないかぎり、このパラメータは常に
指定する必要があります。
パラメータは 0 ～ 3 のみが有効で、グループ/複数画面エンドポイント内のエンドポイン
ト ストリームの位置を定義します。1 画面エンドポイントの場合は、常に 0 になります。
グループ化されたエンドポイントにまたは複数画面エンドポイントの場合、0 は左端の
画面を定義し、数値は左から右へ増えていきます。たとえば、3 画面エンドポイントの
右の画面は、position = 2 となります。

整数
（>= 88）

生成されたプレビューの最大幅。有効な範囲は 88 ～ 176（ピクセル）maxWidth を
176 より大きく設定しても、より広いイメージは返されません。
デフォルト：88。

maxHeight

整数
（>= 72）

生成されたプレビューの最大の高さ。有効な範囲は 72 ～ 144（ピクセル）
maxHeight を 144 より大きく設定しても、より高さのあるイメージは返されません。
デフォルト：72。

Cisco TelePresence Server API 4.2 製品のプログラミング リファレンス ガイド

89/180 ページ

パート 1：フレキシブル操作モード

このコマンドが失敗する環境の例には、次が含まれます。









streamIdentifier が無効である（無効なパラメータ）。
参加者の position が存在しない（無効なパラメータ）。
maxWidth および maxHeight の値が無効である（無効なパラメータ）。
未処理のプレビュー要求が多すぎる（<Fault 203: 'too many asynchronous requests'>（障害 203：非同期要
求が多すぎる））。
participantID が無効である（該当する参加者がいない）。
receiverURI が有効な URI でない（無効なパラメータ）。
streams 配列が空である（無効なパラメータ）。
position によって示されたスロットにアクティブ コールがない(<Fault 56: 'absent participant active call'>
（障害 56：参加者のアクティブ コールが存在しない））。

要求可能な最大ストリーム数は次のとおりです。


1 + (2 * 参加者ごとの最大コール数)
ここで、
• 拡張ビデオの場合は 1 ストリーム
• 画面ごとに、着信と発信の 2 ストリーム

たとえば、flex.resource.query によって返された maxCallsPerParticipant が 4 の場合、最大 9 ストリーム
を要求できます。

非同期応答
要求が成功した場合、要求されたストリームのプレビューが receiverURI に送信されます。送り返されるメッ
セージは、methodName が participantPreviewResponse の XML-RPC methodCall で、preview
構造体の配列を含みます。構造体は、初期要求で指定された stream ごとに 1 つずつ含まれます。
表 129：participantPreviewResponse のデータ
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント参照
（p.12）を参照してください。

sourceIdentifier 文字列
（255）

元の要求で指定された送信元 ID（要求に指定されていない場合は、ポート A の MAC
アドレス）。

streams

配列の各メンバーは、取得された場合に base64 エンコード JPEG プレビューを含む
表 130：プレビュー構造体メンバー（p.90）です。

構造体の
配列

表 130：プレビュー構造体のメンバ
パラメータ名 タイプ
status
string

説明
ok、またはストリームのプレビューの取得に失敗した理由を示す次の文字列のいずれかのどちらに
なります。
 audioOnly：エンドポイントは音声専用で、ビデオを受信できません。
 noCurrentPresentation：現在アクティブな拡張ビデオ チャネルがありません（会議にアク
ティブなプレゼンテーション ストリームがありません）。
 contentInMain：アクティブな拡張ビデオがありますが、このエンドポイントでは受信できませ
ん。プレゼンテーションは現在、rxMainVideo ストリームで表示されています。
 internalError：プレビューを生成しようとしたときに、予期せぬエラーが発生しました。
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パラメータ名 タイプ

説明
要求されたストリームが拡張ビデオ ストリームの場合のみ、2 つのコンテンツ関連のステータスが
返されます。

direction string

プレビューが rx（着信）または tx（発信）のどちらのストリームであるかを示します。

context

position
preview

string
整数

プレビューが main または extended のどちらのストリームであるかを示します。

0 から始まり左から右に向かうストリームの位置。たとえば、T3 の右の画面は、position = 2 です。

base64 Base64 エンコード JPEG バイナリ データ（ステータスが ok の場合のみ有効）。イメージは
maxWidth と maxHeight によって制約され、プレビューが返されたイメージを満たさない場合で
も、要求されたサイズ（最大 176 X 144）になります。

flex.participant.sendDTMF
音声のトランスミッタおよびレシーバとして指名されたエンドポイントに指定された DTMF シーケンスを送信します。
表 131：flex.participant.sendDTMF の入力
パラメータ名
タイプ
participantID 文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント参照
（p.12）を参照してください。

dtmf

必須。この参加者に送信するシーケンス内の有効な DTMF（p.20）です。

文字列
（127）

音声のトランスミッタおよびレシーバとして指名されたコールが存在しない場合、このコマンドは <Fault 56:
'absent participant active call'>（障害 56：参加者のアクティブ コールが存在しない）で失敗します。

flex.participant.sendUserMessage
特定の参加者に指定されたメッセージを送信します。複数コールの参加者の場合、メッセージは中央のコール
に送信されます。
次の表に、このコマンドに必要な入力パラメータを一覧します。
表 132：flex.participant.sendUserMessage の入力
パラメータ名
タイプ
participantID 文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント参照
（p.12）を参照してください。

message

必須。表示するメッセージ。

position

文字列
（500）

整数
オプション。ディスプレイ上の位置：
（1 ～ 9） | 1 2 3 |
|456|
|789|
デフォルト：2。

duration

整数
（> 0）

エンドポイントに表示するメッセージの期間（秒単位）。TelePresence Server は 0 を受け入
れますが、この場合の動作は定義されていません。
デフォルト：30。
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flex.participant.setImportant
指定された参加者を重要な参加者として指定します。この結果、同じ会議の他の参加者は、アクティブ コールが
ない場合でも、重要度が低くなる可能性があります。
表 133：flex.participant.setImportant の入力
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

flex.participant.setMute
着信と発信の音声ストリームおよびビデオ ストリームの指定された参加者のミュート状態を変更します。ミュート
状態は、コマンドで指定されたフィールドの場合のみ変更されます。
表 134：flex.participant.setMute の入力
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

audioRxMute

boolean

エンドポイントからの音声がミュートされているかどうかを示します。

boolean

エンドポイントからのメイン ビデオがミュートされているかどうかを示します。

boolean

エンドポイントへの音声がミュートされているかどうかを示します。

boolean

エンドポイントへのメイン ビデオがミュートされているかどうかを示します。

videoRxMute
audioTxMute
videoTxMute

flex.participant.status
指定された参加者のステータスを返します。
表 135：flex.participant.status の入力
パラメータ名
participantID

タイプ
文字列
（50）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

表 136：flex.participant.status の戻りデータ
パラメータ名
participantID
participantReference
displayName

タイプ
文字列
（50）

説明
TelePresence Server によって割り当てられた参加者 ID。ID およびクライアント
参照（p.12）を参照してください。

文字列
（50）

クライアント参照文字列。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。文
字列の長さが 0 より長い場合に返されます。

文字列
（80）

参加者の表示名。文字列の長さが 0 より長い場合に返されます。
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パラメータ名
conferenceID

タイプ
文字列
（50）

説明
参加者が接続されているか、または接続中である会議の ID。ID およびクライア
ント参照（p.12）を参照してください。

accessLevel

string

参加者に割り当てられたアクセス レベル。アクセス レベル、列挙型（P.23）を参照
してください。

注：着信コールは、それらが承認される（ロビー画面に達する）まで、unknown と
してレポートされます。
participantType

string

participantMediaInfo

構造体

important

boolean

calls

参加者のタイプを示します。表 137：参加者タイプの文字列値（p.93）を参照してく
ださい。
表 138：参加者メディア情報構造体メンバー（p.94）は、この参加者に割り当てら
れたメディア リソースとクレジットの詳細を示しています。
参加者が重要であるかどうかを示します。

構造体の 配列の各メンバーは、参加者のコール ステータスを示す構造体です。配列には、
配列
参加者に対して以前に設定されたとおりに、1 ～ 4 のコールが含まれます。
表 139：参加者のコール ステータス構造体メンバー（p.94）を参照してください。
コールが設定されているが、現在存在していない場合、メンバーの構造体は空で
返されます。これによって、グループ化されたエンドポイントへの個々のコールの
ステータスを判別しやすくするため、各コールのインデックス位置が維持されるよ
うに確保します。

audioRxMute
videoRxMute

audioTxMute
videoTxMute
displayName
layout

boolean

エンドポイントからの音声がミュートされているかどうかを示します。

boolean

エンドポイントからのメイン ビデオがミュートされているかどうかを示します。

boolean

エンドポイントへの音声がミュートされているかどうかを示します。

boolean

エンドポイントへのメイン ビデオがミュートされているかどうかを示します。

文字列
（80）

参加者の表示名。文字列の長さが 0 より長い場合に返されます。

string

参加者のエンドポイントに現在表示されている画面のレイアウト。
layoutSingle、layoutActivepresence、layoutProminent、または
layoutEqual のいずれかになります。
この参加者の接続されたコールがない場合、またはビデオが参加者に送信され
ていない場合（ビデオ送信がミュートされている場合など）は、返されません。
エンドポイントのタイプに応じて、表 9：1 画面レイアウト、列挙型（p.24）または表
10：複数画面レイアウト、列挙型（p.24）を参照してください。

表 137：参加者タイプの文字列値
値
Standard
Grouped endpoint
Group of 2 endpoints
Group of 3 endpoints
Group of 4 endpoints
TelePresence
TANDBERG T1
TANDBERG T3
TANDBERG T3 Custom Edition
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値
TANDBERG TelePresence Server
SIP telepresence
SIP single screen telepresence
SIP three screen telepresence
Legacy TIP endpoint
Legacy single screen TIP endpoint
Legacy three screen TIP endpoint
Cascade
Multistream
Unknown

表 138：参加者メディア情報構造体のメンバ
パラメータ名
mainVideoTokenInfo

タイプ
構造体

説明
参加者のメイン ビデオの参加者トークン情報の構造体。表 138：参加者メディア
情報構造体メンバー（p.94）を参照してください。

extendedVideoTokenInfo 構造体

参加者の拡張ビデオの参加者トークン情報の構造体。表 138：参加者メディア
情報構造体メンバー（p.94）を参照してください。

audioTokenInfo

構造体

参加者の音声の参加者トークン情報の構造体。表 138：参加者メディア情報構
造体メンバー（p.94）を参照してください。

整数
（>= 0）

参加者に設定されるクレジットの数。

整数
（>= 0）

遠端機能に一致させるために必要なクレジットの数。

creditsConfigured
creditsFarEnd

creditsNearEnd

整数
（>= 0）

遠端機能がまだ不明であるか、一部のコールがまだ確立されていない場合は、
存在しません。
近端機能に一致させるために必要なクレジットの数。
遠端機能がまだ不明であるか、一部のコールがまだ確立されていない場合は、
存在しません。

表 139：参加者のコール ステータス構造体のメンバ
パラメータ名
callID

タイプ
文字列
（50）

説明
コールの ID。ID およびクライアント参照（p.12）を参照してください。

文字列
（50）

コールが接続されているか、または接続プロセス中である会議の ID。ID およびクライ
アント参照（p.12）を参照してください。

conferenceState

string

会議へのコール接続の状態。表 15：コール接続の状態、列挙型（p.25）を参照してく
ださい。

callState

string

コールの状態。表 16：コールの状態、列挙型（p.25）を参照してください。

boolean

コールの方向：true は着信、false は発信を示します。

string

コール制御プロトコル。表 11：コールのプロトコル、列挙型（p.24）を参照してください。

文字列
（80）

エンドポイントのアドレス。発信コールの場合、これはコールの宛先です。

整数
（>= 0）

コールの時間（秒単位）。コールが確立された場合にのみ返されます。

conferenceID

incoming
protocol
address

duration
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パラメータ名
rxBandwidth
txBandwidth
remoteName

タイプ
整数
（>= 0）

説明
受信帯域幅コールが確立された場合にのみ返されます。

整数
（>= 0）

送信帯域幅。コールが確立された場合にのみ返されます。

文字列
（80）

遠端によって提供されるエンドポイント名。文字列の長さが 0 より長い場合にのみ返
されます。

flex.resource.query
TelePresence Server リソースの設定/パラメータを取得します。このコマンドは、入力パラメータを取りません。
メディア トークンの必要な数を導出
必要なビデオ エリアを取得するために必要なビデオの幅と高さを乗算し、videoMediaTokenLevels 配列
内でベスト フィットを検索することで、解像度をサポートするために必要なメディア トークンの数を導くことができ
ます。この場合のベスト フィットは、大きさが必要なビデオ エリア以上の maxVideoArea の最小値です。
表 140：flex.resource.query の戻りデータ
パラメータ名
maxCalls

タイプ 説明
整数
アクティブ コールの最大数。
（>= 0）

maxCallsPerParticipant

整数
任意の 1 人の参加者に対してサポートされているコールの最大数。
（>= 0）

maxParticipants
maxParticipantsPerConference
maxConferences
maxMediaTokensPerChannel
mediaTokensLimit
mediaTokensAvailable
maxMediaCredits
mediaTokenLevelsMainVideo

整数
参加者の最大数。
（>= 0）
整数
任意の 1 つの会議でサポートされる参加者の最大数。
（>= 0）
整数
会議の最大数。
（>= 0）
整数
（> 0）

チャネルに割り当てることができるトークンの最大数。

整数
使用可能なメディア トークンの最大数。これは、クラスタ内の
（>= 0） TelePresence Server の数によって異なります。
整数
現在使用可能なメディア トークンの数。これは、クラスタ内のアクティブ
（>= 0） な TelePresence Server の数によって異なります。
整数
使用可能なクレジットの最大数。これは、インストールされているスク
（>= 0） リーン ライセンスによって異なります。
構造体 配列の各メンバーは、メイン ビデオの mediaToken レベルを定義する
の配列 表 141：videoMediaTokenLevel 構造体メンバー（p.96）の構造体で
す。videoMediaTokenLevel XML-RPC 構造体を使用して、
サポートされる解像度などの mediaToken 値に関連付けられたレベル
を説明します。

mediaTokenLevelsExtendedVideo 構造体 配列の各メンバーは、拡張ビデオの mediaToken レベルを定義する表
の配列 141：videoMediaTokenLevel 構造体メンバー（p.96）の構造体です。
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パラメータ名
mediaTokenLevelsAudio

タイプ 説明
構造体 配列の各メンバーは、音声の mediaToken レベルを定義する表 142：
の配列 audioMediaTokenLevel 構造体メンバー（p.96）です。
audioMediaTokenLevel 構造体を使用して、音声チャネルに必要
な mediaToken 値に関連付けられたレベルを説明します。

mediaCreditTokenRanges

整数の 各エントリは、メディア クレジット トークン範囲の上限（包含）です。0 か
配列
ら始まる最初の範囲を除き、前のエントリ + 1 の値が範囲の下限です。
メディア クレジット（p.16）を参照してください。

minCallBandwidth

整数
（> 0）
整数
（> 0）

maxCallBandwidth

コール帯域幅に関して受け入れられる最小値（1 秒あたりのビット数）。
コール帯域幅に関して受け入れられる最大値（1 秒あたりのビット数）。

表 141：videoMediaTokenLevel 構造体のメンバ
パラメータ名
numMediaTokens
maxVideoArea
maxMBps

タイプ
整数
（>= 0）

説明
特定のビデオ解像度と 1 秒あたりのマクロブロック数に必要なメディア トークンの数。
メディア トークンの必要な数を導出を参照してください。

整数
（> 0）

サポートされる最大解像度。解像度がサポートされているかどうか確認するには、必要な
ビデオの幅と高さを乗算します。解像度がサポートされている場合：maxVideoArea >=
(requiredVideoWidth * requiredVideoHeight)

整数
（>= 0）

1 秒あたりの最大マクロブロック数。

表 142：audioMediaTokenLevel 構造体のメンバ
パラメータ名
numMediaTokens

タイプ
整数
（>= 0）

説明
チャネルあたりのメディア トークン数。

stereo

boolean

チャネルがステレオかどうかを示します。

flex.resource.status
リソースの使用状況の情報を返します。このコマンドは、入力パラメータを取りません。
表 143：flex.resource.status の戻りデータ
パラメータ名
numCalls
numParticipants
numConferences

タイプ 説明
整数
アクティブ コールの数。
（>= 0）
整数
アクティブな参加者の数。
（>= 0）
整数
アクティブな会議の数。
（>= 0）
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パラメータ名
configuredMediaTokens

タイプ 説明
整数
使用するために設定されたメディア トークンの総数。つまり、すべての会議のす
（>= 0） べての参加者に対して設定されたトークンの合計。

allocatedMediaTokens

整数
割り当てられたメディア トークンの総数。つまり、すべての会議のすべての参加
（>= 0） 者に必要なトークンの合計。
configuredMediaCredits 整数
使用するために設定されたライセンス クレジットの総数。つまり、すべての会議
（>= 0） のすべての参加者に対して設定されたクレジットの合計。
allocatedMediaCredits

整数
割り当てられたメディア クレジットの総数。つまり、すべての会議のすべての参加
（>= 0） 者に必要なクレジットの合計。

logs.syslog.modify
デバイスの syslog 設定を変更します。含まれていないフィールドは変更されません。
表 144：logs.syslog.modify の入力
パラメータ名
servers

タイプ
配列
address

facilityValue

文字列
（255）
整数

説明
オプション。出力の送信先となる各 syslog サーバの構造体。最大長は 4 です。この配
列は、すべての既存のエントリを置き換えます。
オプション。syslog サーバのアドレス
オプション。syslog プロトコルで定義されているとおり、すべてのホストで使用するファ
シリティ値。範囲は 0 ～ 23 です。

logs.syslog.query
デバイスの現在の syslog 設定を返します。
表 145：logs.syslog.query の戻りデータ
パラメータ名
servers

タイプ
配列
address

文字列
（255）
packetsSent 整数
facilityValue
整数

説明
送信中の出力の送信先の各 syslog サーバの構造体。最大長は 4 です。
syslog サーバのアドレス
サーバに送信されるパケット数。
syslog プロトコルで定義されているとおり、すべてのホストで使用されているファシリ
ティ値。範囲は 0 ～ 23 です。
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services.modify
デバイスのネットワーク サービス設定を変更します。配列に含まれていないサービスは未変更のままです。
表 146：services.modify の入力
パラメータ名
ephemeralPortRangeMin

タイプ
整数

説明
オプション。会議中にメディア トラフィック用に使用する最小ポートの数。10000
まで小さくすることができます。この範囲内で 5000 ポート以上を許可する必要
があります。

ephemeralPortRangeMax

整数

ports

配列

オプション。会議中にメディア トラフィック用に使用する最大ポートの数。15000
まで小さくすることができます。この範囲内で 5000 ポート以上を許可する必要
があります。
オプション。メンバーがデバイスのイーサネット ポート/プロトコル バージョンの組
み合わせを表す構造体である配列。
配列内のエントリごとに必須。設定されている物理イーサネット コネクタを識別
します。A または B のいずれかですが、現在のデバイスで使用できるのは「A」
のみです。
配列内のエントリごとに必須。IP プロトコル バージョンを識別します。IPv4 また
は IPv6 のいずれかになります。
配列内のエントリごとに必須。メンバーが特定のポートとプロトコルで提供される
サービスを表す構造体である配列。配列に含まれていないサービスは変更され
ません。
配列内のエントリごとに必須。サービスの名前。使用可能なサービスはハード
ウェアまたはソフトウェア プラットフォームとバージョンによって異なります。
配列内のエントリごとに必須。サービスのタイプ。tcp または udp のいずれか
になります。
配列内の各エントリでオプション。サービスを有効にする必要がある場合は
True、無効にする必要がある場合は false です。
配列内の各エントリでオプション。サービスを使用可能にするポート番号を識別
します。

ethernetPort
protocolVersion
services
serviceName

文字列
（10）
文字列
（10）
配列

setting

文字列
（20）
文字列
（20）
boolean

portNumber

整数

connectionType

services.query
デバイスのネットワーク サービス設定をクエリします。
表 147：services.query の戻りデータ
パラメータ名
返されるパラメータ
ports
ethernetPort
protocolVersion
services
serviceName

タイプ

説明

配列

メンバーがデバイスのイーサネット ポート/プロトコルの組み合わせを表す構造
体である配列。
イーサネット物理ポートを識別します。TelePresence Server では、常に A です。

文字列
（10）
文字列
（10）
配列
文字列
（20）

IP プロトコル バージョンを識別します。IPv4 または IPv6 のいずれかになります。
メンバーが特定のポートとプロトコルで提供されるサービスを表す構造体である
配列。配列に含まれていないサービスは変更されません。
サービスの名前。使用可能なサービスはハードウェアまたはソフトウェア プラット
フォームとバージョンによって異なります。
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パラメータ名

タイプ
説明
connectionType 文字列
サービスのタイプ。tcp または udp のいずれかになります。
（20）
setting
boolean サービスを有効にする必要がある場合は True、無効にする必要がある場合は
false です。
portNumber
整数
サービスを使用可能にするポート番号を識別します。
enabled
boolean サービスが実際に有効な場合は、True です。設定、および機能キーのすべて
の要件が含まれます。
ephemeralPortRangeMin
整数
会議中にメディア トラフィック用に使用する最小ポートの数。
ephemeralPortRangeMax
整数
会議中にメディア トラフィック用に使用する最大ポートの数。

sip.modify
このコールは、TelePresence Server の SIP 設定を変更します。
表 148：sip.modify の入力
パラメータ名
オプション パラメータ
callConfiguration
outboundAddress

タイプ

説明

文字列
（20）

オプション。useTrunk または callDirect のいずれかになります。

文字列
（80）

オプション。SIP トランク宛先のアドレス。callConfiguration が
callDirect の場合は無視されます。callConfiguration が useTrunk
の場合、空白にすることはできません。
オプション。トランク宛先のドメイン。callConfiguration が callDirect
の場合は無視されます。
オプション。SIP 認証に使用されるユーザ名。

outboundDomain

文字列
（80）
username
文字列
（80）
password
文字列
（63）
outboundTransport
文字列
（3）
advertiseDualIPVersions 文字列
（20）
negotiateSRTPUsingSDES 文字列
（20）
useLocalCertificate

boolean

オプション。SIP 認証に使用されるパスワード。
オプション。udp、tcp、または tls のいずれかになります。tls は、暗号化機
能キーが存在する場合のみ設定できます。
オプション。disabled または useANAT のいずれかになります。
オプション。TLS only または always のいずれかになります。
オプション。接続および登録にローカル証明書を使用するには、true を指定し
ます。8710/7010 デバイス上でない場合は無視されます。

sip.query
現在の TelePresence Server の SIP 設定を返します。
表 149：sip.query の戻りデータ
パラメータ名
callConfiguration

タイプ
文字列
（20）

説明
useTrunk または callDirect のいずれかになります。
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パラメータ名
outboundAddress

タイプ
文字列
（80）

outboundDomain

文字列
（80）
username
文字列
（80）
password
文字列
（63）
outboundTransport
文字列
（3）
advertiseDualIPVersions 文字列
（20）
negotiateSRTPUsingSDES 文字列
（20）
useLocalCertificate

説明
SIP レジストラまたはトランク宛先のアドレス。callConfiguration が
callDirect の場合は無視されます。callConfiguration が
useTrunk の場合、空白にすることはできません。
トランク宛先のドメイン。callConfiguration が callDirect の場合は無
視されます。
SIP 認証に使用されるユーザ名。
SIP 認証に使用されるパスワード。
udp、tcp、または tls のいずれかになります。
disabled または useANAT のいずれかになります。
TLS only または always のいずれかになります。暗号化機能キーが存在
する場合のみ返されます。

boolean 接続および登録にローカル証明書を使用するには、true を指定します。
8710/7010 デバイスでのみ返されます。

system.info
クエリしたシステムの現在のステータスを返します。このコマンドは、入力パラメータを取りません。
表 150：system.info の戻りデータ
パラメータ名
platform
cpuModel

タイプ
string
string

cpuCount

整数

operationMode

string

licenseMode

string

説明
system.xml に表示されるとおりの TelePresence Server のプラットフォーム。
system.xml に表示されるとおりの TelePresence Server のハイパーバイザ
CPU モデル(仮想マシン上の Cisco TelePresence Server のみ) 。
TelePresence Server の仮想 CPU の数(仮想マシン上の Cisco
TelePresence Server のみ) 。
standalone（ローカル管理）、flexible（リモート管理）、または slave
（クラスタ内のスレーブ ブレード）のいずれかになります。
operationMode の値によって決まります。

operationMode が standalone の場合は、HD または fullHD のいずれか
operationMode が flexible で、スクリーン ライセンス モードの場合は、
flexible
operationMode が flexible で、マルチパーティ ライセンス モードの場
合は、trust

numControlledServers

operationMode が slave の場合は存在しません。
整数

この装置によって制御されている TelePresence Server の数（自身を含む）。

clusterType

string

depHash
gateKeeperOK

このデバイスのクラスタ ステータス。master、slave、または
unclustered のいずれかになります。

string
依存関係ハッシュを構築します。開発用。
boolean ゲートキーパーが設定され、登録されているかどうかを示します。

tpsNumberOK

整数

設定済みでアクティブな TelePresence Server の数。
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パラメータ名
tpdVersion
tpdName

tpdUptime
tpdSerial

makeCallsOK

portsVideoTotal

タイプ
string

説明
TelePresence Server のバージョン番号。

string

TelePresence Server のシステム名。

整数

システムが起動してから経過した時間（秒単位）。

string

TelePresence Server のシリアル番号。

boolean flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に false で、無視されます。
整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

maxConferenceSizeContent 整数

flexible（リモート管理）モードでは、この値は常に 0 で、無視されます。

portsVideoFree

portsAudioTotal
portsAudioFree

portsContentTotal
portsContentFree

maxConferenceSizeVideo
maxConferenceSizeAudio
softwareVersion

string

4.1 などのソフトウェア バージョン文字列

user.create
注：user コマンドには、管理者ユーザのみがアクセスできます。
ユーザは、デバイスにログインするのに（関連付けられたパスワードとともに）使用される「username」文字列で
あるユーザ ID によって識別されます。デバイスの最大ユーザ数は 200 で、いくつかが破棄されるまで 200 を
超えて作成することはできません。
デバイスには、administrator アクセス権限を持つ「immortal」ユーザ（デフォルトの ID は admin）が常に
存在しています。これは破棄できませんが、この API によって変更できます。管理者による列挙には、この
「immortal」ユーザが含まれます。

注：ユーザ リストと列挙の重複した変更は避けることをお勧めします。
XML-RPC API クライアント自体はユーザ ID とパスワードを使用して認証されます。3 つのレベルが定義され
ています。
administrator
apiOnly
none

このユーザを使用して、user コマンドを除く API コマンドを認証できます。
このユーザを使用して API コマンド（特に次のもの）を認証できます。ただし、このユーザによって認証され
た API は、immortal ユーザを含め administrator レベルのユーザを変更または表示できません。
このユーザは、コマンドを認証するために使用できず、実際には無効になっています。

指定された名前と提供されたパラメータを使用して新規ユーザを作成します。
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表 151：user.create の入力
パラメータ名
newUserId

password
accessRights
name

タイプ
文字列（64）

説明
必須。ユーザがログインするために使用できるユーザ ID。

文字列（31）
文字列（32）
文字列（31）

必須。特定のユーザ ID に関連付けられるパスワード。
必須。administrator、apiOnly、none のいずれかになります。
オプション。ユーザの氏名。省略すると空白になります。

user.destroy
注：user コマンドには、管理者ユーザのみがアクセスできます。
このコールは、以前に作成されたユーザを破棄します。
表 152：user.destroy の入力
パラメータ名
currentUserId

タイプ 説明
文字列 必須。ユーザが現在ログインするために使用できる文字列。immortal ユーザは、この API
（64）
では破棄できません。

user.modify
注：user コマンドには、管理者ユーザのみがアクセスできます。
このコールは、以前に作成されたユーザの設定を変更します。管理者クライアントのみが管理者ユーザを変更
できます。パラメータを省略した場合は、その属性の以前の値は変更されません。
バージョン 4.2 以降では、初回ログイン時にデフォルトの管理者クレデンシャルを変更する必要があります。
デフォルトの管理者クレデンシャルが変更されるまで、TelePresence Server 上で機能または設定を有効にす
ることはできません。
初回ログインに API を使用したときに、永久管理者のパスワードがデフォルトのパスワードに相当する場合は、
user.modify および user.enumerate を除くすべての API コマンドが失敗します。user.modify コマン
ドを使用して永久管理者のパスワードが変更されると、TelePresence Server は通常どおり機能します。
表 153：user.modify の入力
パラメータ名
タイプ
currentUserId 文字列（64）

説明
必須。ユーザが現在ログインするために使用できるユーザ ID。

newUserId

文字列（64）

オプション。ユーザがログインするために使用できるユーザ ID。現在のユーザ ID を置き
換えます。

name

文字列（31）

オプション。ユーザの代替の氏名。

文字列（31）
文字列（32）

オプション。特定のユーザ ID に関連付けられた代替のパスワード。
オプション。administrator、apiOnly、none のいずれかになります。

password
accessRights
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user.enumerate
注：user コマンドには、管理者ユーザのみがアクセスできます。
このコールは、システムに設定されているすべてのユーザを列挙します。
バージョン 4.2 以降では、初回ログイン時にデフォルトの管理者クレデンシャルを変更する必要があります。
デフォルトの管理者クレデンシャルが変更されるまで、TelePresence Server 上で機能または設定を有効にす
ることはできません。
初回ログインに API を使用したときに、永久管理者のパスワードがデフォルトのパスワードに相当する場合は、
user.modify および user.enumerate を除くすべての API コマンドが失敗します。user.modify コマン
ドを使用して永久管理者のパスワードが変更されると、TelePresence Server は通常どおり機能します。

注：ユーザ リストと列挙の重複した変更は避けることをお勧めします。
表 154：user.enumerate の入力
パラメータ名
タイプ
enumerateID 文字列
（150）
max

整数

説明
オプション。ユーザの列挙トークン。このフィールドは、新しい列挙を開始するときは存在しません。
列挙を継続するために、直前のコールから返された値を使用します。
オプション。このコールによって返されるユーザの最大数を指定します。デバイスは、残りが少な
い場合、または応答が多き過ぎる場合には、「max」未満のユーザを返すことがあります。省略す
ると、クライアントは制限を課さず、返されるユーザ数は完全にデバイスによって決定されます。

表 155：user.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
moreAvailable
enumerateID

modifiedSinceStart
users

タイプ
boolean

説明
この後に残るユーザがあるかどうかを示します。

文字列
（150）

列挙を継続するために使用されるユーザ列挙トークン。列挙が完了して
いる場合は、返されません。

boolean

この列挙の間にユーザ リストが変更されたかどうかを示します。このフラ
グは、ガイダンスのみを目的としています。このフラグが設定されている
場合は、以前の結果を廃棄し、列挙を再度開始することをお勧めします。
次の構造を持つユーザのリスト：
ユーザがログインするために使用できる文字列。

配列
文字列
（64）
name
文字列
（31）
immortal
boolean
accessRights
文字列
（32）
passwordChangeRequired boolean
currentUserId

ユーザの氏名、設定されていない場合は空白になります。
このユーザが永久の場合は True（この API を使用して破棄できません）。
administrator、apiOnly、または none のいずれかの値になります。
初回ログイン時にデフォルトのクレデンシャルを変更する必要のあるユー
ザの場合は True。これは、いったんパスワードが変更されると返されま
せん。
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関連情報
8710 および 7010 の system.xml
system.xml ファイルから、TelePresence Server に関する一部の情報を取得できます。TelePresence
Server のルートから HTTP 経由でこのファイルをダウンロードできます。

system.xml の例
<?xml version="1.0"?>
<system>
<manufacturer>TANDBERG</manufacturer>
<model>Telepresence Server 8710</model>
<product>TS</product>
<platform>8710</platform>
<productDisplayName>Cisco TelePresence Server</productDisplayName>
<platformDisplayName>8710</platformDisplayName>
<serial>SM021037</serial>
<softwareVersion>4.1(1.22)</softwareVersion>
<buildVersion>13.3(1.22)</buildVersion>
<hostName>A host name</hostName>
<ipAddress>198.51.100.14</ipAddress>
<ipAddressV6>2001:DB8::81b7</ipAddressV6>
<macAddress>BA:98:76:54:32:10</macAddress>
<gatekeeperUsage>Yes</gatekeeperUsage>
<gatekeeperAddress>mainvcs.test.lal</gatekeeperAddress>
<gatekeeperIds>dt12b7,dt12b7-l,dt12b7-c,dt12b7-r</gatekeeperIds>
<sipRegistrarUsage>Yes</sipRegistrarUsage>
<sipRegistrarAddress>mainvcs.test.lal</sipRegistrarAddress>
<sipRegistrarDomain>test.lal</sipRegistrarDomain>
<sipTrunkUsage>No</sipTrunkUsage>
<sipTrunkAddress/>
<sipTrunkDomain/>
<isMaster>Yes</isMaster>
<clusterType>unclustered</clusterType>
<totalVideoPorts>12</totalVideoPorts>
<totalContentPorts>12</totalContentPorts>
<totalAudioOnlyPorts>10</totalAudioOnlyPorts>
<uptimeSeconds>230641</uptimeSeconds>
</system>

表 156：システム XML の内容
ノード名
manufacturer
model
product
platform
productDisplayName
platformDisplayName
serial
softwareVersion
buildVersion

ノードの内容
TANDBERG
Telepresence Server <モデル番号> 例：Telepresence Server 8710
TS
<プラットフォーム> 例：Media 310、8710、Virtual Machine with 16 vCPUs など
Cisco TelePresence Server。表示名の値は新しいソフトウェア リリースで変更される場合がある
ため、アプリケーションはそれらに依存しません。
<プラットフォーム> 例：Media 310、8710、Virtual Machine with 16 vCPUs など表示名の値は新
しいソフトウェア リリースで変更される場合があるため、アプリケーションはそれらに依存しません。
装置の固有のシリアル番号。
ソフトウェア バージョン文字列 例：4.1 （1.22）
ビルド番号文字列 例：13.3 （1.22）
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ノード名
hostName
ipAddress
ipAddressV6
macAddress
gatekeeperUsage
gatekeeperAddress
gatekeeperIds
sipRegistrarUsage

sipRegistrarAddress

ノードの内容
装置のホスト名
IPv4 アドレス
IPv6 アドレス
MAC アドレス
Yes：ゲートキーパーの使用は有効です
No：ゲートキーパーの使用は無効です

ゲートキーパーのホスト名または IP アドレス
TelePresence Server とそのスレーブに関連付けられている登録済み ID のカンマ区切りのリスト
（システムがマスターでない場合は省略されます）
Yes：レジストラの使用は有効です
No：レジストラの使用は無効です
リモート管理モードでは、この値は常に No です。
SIP レジストラのホスト名/IP アドレス
リモート管理モードでは、このノードは常に空です。

sipRegistrarDomain

SIP レジストラのドメイン
リモート管理モードでは、このノードは常に空です。

sipTrunkUsage
sipTrunkAddress
sipTrunkDomain
isMaster
clusterType
totalVideoPorts

Yes：トランクの使用は有効です
No：トランクの使用は無効です
SIP トランクのホスト名/IP アドレス
SIP トランクのドメイン
Yes：このシステムがマスターであるか、またはクラスタ化されていません
No：このシステムはスレーブです

クラスタ内でのこのシステムのロール。unclustered、master、または slave のいずれかにな
ります
ビデオ ポートの合計数。
この値は常に 0 で、無視されます。

totalContentPorts

ビデオ コンテンツ ポートの合計数。
この値は常に 0 で、無視されます。

totalAudioOnlyPorts

音声専用ポートの合計数。
この値は常に 0 で、無視されます。

uptimeSeconds

システムの稼働時間（秒単位）

Media 310/320 の system.xml
system.xml ファイルから、TelePresence Server に関する一部の情報を取得できます。TelePresence
Server のルートから HTTP 経由でこのファイルをダウンロードできます。

system.xml の例
<?xml version="1.0"?>
<system>
<manufacturer>Cisco</manufacturer>
<model>TelePresence Server on Media 320</model>
<product>TS</product>
<platform>Media 320</platform>
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<productDisplayName>Cisco TelePresence Server</productDisplayName>
<platformDisplayName>Media 320</platformDisplayName>
<serial>SUK1702000D</serial>
<softwareVersion>4.1(1.22)</softwareVersion>
<buildVersion>13.3(1.22)</buildVersion>
<hostName>HostName1</hostName>
<ipAddress>198.51.100.15</ipAddress>
<ipAddressV6>2001:DB8::81b8</ipAddressV6>
<macAddress>01:23:45:67:89:AB</macAddress>
<clusterType>unclustered</clusterType>
</system>

表 157：システム XML の内容
ノード名
manufacturer
model
product
platform
productDisplayName
platformDisplayName
serial
softwareVersion
buildVersion
hostName
ipAddress
ipAddressV6
macAddress
clusterType

ノードの内容
シスコ
TelePresence Server on <プラットフォーム> 例：TelePresence Server on Media 310
TS
<プラットフォーム> 例：Media 310、8710、Virtual Machine with 16 vCPUs など
Cisco TelePresence Server。表示名の値は新しいソフトウェア リリースで変更される場合がある
ため、アプリケーションはそれらに依存しません。
<プラットフォーム> 例：Media 310、8710、Virtual Machine with 16 vCPUs など表示名の値は新
しいソフトウェア リリースで変更される場合があるため、アプリケーションはそれらに依存しません。
装置の固有のシリアル番号。
ソフトウェア バージョン文字列 例：4.1 （1.22）
ビルド番号文字列 例：13.3 （1.22）
装置のホスト名
IPv4 アドレス
IPv6 アドレス
MAC アドレス
クラスタ内でのこのシステムのロール。unclustered、master、または slave のいずれかにな
ります

仮想マシンの system.xml
system.xml ファイルから、TelePresence Server に関する一部の情報を取得できます。TelePresence
Server のルートから HTTP 経由でこのファイルをダウンロードできます。

system.xml の例
<?xml version="1.0"?>
<system>
<manufacturer>Cisco</manufacturer>
<model>TelePresence Server on Virtual Machine with 16 vCPUs</model>
<cpuModel>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 0 @ 2.70GHz</cpuModel>
<cpuCount>30</cpuCount>
<cpuAvx>1</cpuAvx>
<product>TS</product>
<platform>Virtual Machine with 16 vCPUs</platform>
<productDisplayName>Cisco TelePresence Server</productDisplayName>
<platformDisplayName>Virtual Machine with 16 vCPUs</platformDisplayName>
<serial>057ED0A9</serial>
<softwareVersion>4.1(1.22)</softwareVersion>
<buildVersion>13.3(1.22)</buildVersion>
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<hostName>HostName1</hostName>
<ipAddress>198.51.100.15</ipAddress>
<ipAddressV6>2001:DB8::81b8</ipAddressV6>
<macAddress>01:23:45:67:89:AB</macAddress>
<clusterType>unclustered</clusterType>
</system>

表 158：システム XML の内容
ノード名
manufacturer
model
cpuModel
cpuCount
cpuAvx
product
platform
productDisplayName
platformDisplayName
softwareVersion
buildVersion
hostName
ipAddress
ipAddressV6
macAddress
clusterType

ノードの内容
シスコ
TelePresence Server on <プラットフォーム> 例：TelePresence Server on Virtual Machine with
16 vCPUs
TelePresence Server のハイパーバイザ CPU モデル（例：Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 0 @
2.70GHz など）（仮想マシン上の Cisco TelePresence Server のみ）
TelePresence Server の仮想 CPU の数（仮想マシン上の Cisco TelePresence Server のみ）
TelePresence Server の AVX 命令のサポート。AVX がサポートされていない場合は 0、AVX が
サポートされている場合は 1 です (仮想マシン上の Cisco TelePresence Server のみ) 。
TS
<プラットフォーム> 例：Media 310、8710、Virtual Machine with 16 vCPUs など
Cisco TelePresence Server。表示名の値は新しいソフトウェア リリースで変更される場合がある
ため、アプリケーションはそれらに依存しません。
<プラットフォーム> 例：Media 310、8710、Virtual Machine with 16 vCPUs など表示名の値は新
しいソフトウェア リリースで変更される場合があるため、アプリケーションはそれらに依存しません。
ソフトウェア バージョン文字列 例：4.1 （1.22）
ビルド番号文字列 例：13.3 （1.22）
装置のホスト名
IPv4 アドレス
IPv6 アドレス
MAC アドレス
常に unclustered（仮想マシン上の Cisco TelePresence Server はクラスタリングをサポートし
ていません）。

障害コード
Cisco TelePresence Server は XML-RPC 要求の処理で問題が発生した場合に障害コードを返します。
次の表に、TelePresence Server によって返されることのある障害コードと、一般的な解釈を一覧します。
表 159：障害コード
障害
コード
1
4
5
6
7
14
15
17

説明
method not supported.このメソッドは、このデバイスでサポートされていないか、または不明です。
no such conference.指定された会議 ID がどの会議とも一致しません。
no such participant.指定された参加者 ID がどの参加者とも一致しません。
too many conferences.デバイスが、設定可能な会議数の上限に達しました。
too many participants.設定済みの参加者が既に多すぎて、これ以上作成できません。
authorization failed.指定された認証パラメータが認識されなかったため、要求された操作は許可されません。
insufficient privileges.指定されたユーザ ID とパスワードの組み合わせは、試行された操作では無効です。
call reservation failure.要求されたコールを完了または発信するには、未使用のコール/参加者が不足し
ています。
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障害 説明
コード
18
duplicate URI.URI が指定されましたが、この URI は既に使用されています。
20
unsupported participant type.デバイスで既知のどの参加者タイプにも対応しない参加者タイプが使用さ
れました。
25
participant limit lower than active.新しい参加者数の制限が、現在の参加者数を下回ってします。
33
out of range.コールが、このパラメータの許可された範囲外の値を指定しました。
34
internal error.API 要求の処理中にエラーが発生しました。
35
string is too long.コールが、許可された長さを超えた文字列パラメータを指定しました。
50
binary data array is too long.コールが、許可された長さを超えたバイナリデータを指定しました。
52
no available SIP registration.コールを完了するために使用可能な SIP 登録がありません。
53
insufficient media credits or tokens.指定されたメディア クレジットまたはトークンの数が、コールを完
了するために必要な数を下回っています。
55
malformed cookie.指定された Cookie を読み取ることができませんでした。
56
no active participant call.参加者に現在アクティブ コールがないか、または指定された位置にアクティブ
コールがありません。
57
some participants failed.API 要求は、会議の一部の参加者に対して完了できませんでした。
58
incorrect media credits or tokens.指定されたメディア クレジットまたはトークンの数が、現在使用中の
数を下回っています。
61
いくつかの理由のいずれかが原因で、機能またはライセンス キーの削除に失敗しました。障害コードのメッセージ
は、障害の根本原因によって異なります。
101
102
103

105
201
202
203
204

missing parameter.必要なパラメータが存在しない場合に示されます。対象のパラメータは、「missing
parameter: パラメータ名」の形式で障害文字列に示されます。
invalid parameter.パラメータが正常に解析され、正しいタイプであるが、有効な値の範囲外である場合に示さ
れます。たとえば、整数が大きすぎる場合や列挙型の文字列値に無効な値が含まれる場合などです。
malformed parameter.正しい名前のパラメータが存在するが、何らかの理由で読み取れない場合に示されま
す。たとえば、パラメータは整数であることが想定されているが文字列として指定された場合などです。対象のパラ
メータは、「malformed parameter: パラメータ名」の形式で障害文字列に示されます。
request too large.メソッド コールに、API が受け入れ可能な量を超えたデータが含まれています。コールの最
大サイズは 32 KB です。
operation failed.これは、必要な場合に動作が成功しなかった場合の一般的な障害です。
Product needs its activation feature key.この要求では、製品をアクティブ化する必要があります。
Too many asynchronous requests.TelePresence Server は、現在、このタイプの非同期要求の最大数を処
理しています。後でこの要求を再試行してください。
Too many invalid keys entered.Wait 5 seconds to retry.TelePresence Server は、現在、機能
キーを追加する要求をこれ以上は受け入れません。

flex.conference.create への XML-RPC 応答の例
メソッド コール
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<methodCall>
<methodName>flex.conference.create</methodName>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>authenticationPassword</name>
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<value>
<string></string>
</value>
</member>
<member>
<name>conferenceName</name>
<value>
<string>Flex API conference</string>
</value>
</member>
<member>
<name>participantMediaResources</name>
<value>
<struct>
<member>
<name>mediaTokensAudio</name>
<value>
<struct>
<member>
<name>total</name>
<value>
<int>96</int>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</member>
<member>
<name>mediaTokensExtendedVideo</name>
<value>
<struct>
<member>
<name>total</name>
<value>
<int>1920</int>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</member>
<member>
<name>mediaTokensMainVideo</name>
<value>
<struct>
<member>
<name>total</name>
<value>
<int>1920</int>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</member>
<member>
<name>numMediaCredits</name>
<value>
<int>5040</int>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</member>
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<member>
<name>authenticationUser</name>
<value>
<string>admin</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>

メソッドの応答
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>conferenceID</name>
<value>
<string>b9852090-f5b9-11e1-8ac5-000d071080b8</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodResponse>

リモート管理 API の変更履歴
表 160：API バージョン 4.2 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
パラメータ
変更内容
flex.licenseMode.modify（p.70）
新しいコマンド
newLicenseMode、version、trustSecret
flex.licenseMode.verify（p.70）
なし
新しいコマンド
system.info（p.100）
licenseMode：新しいオプション flexible、trust 更新されたパラメータ
passwordChangeRequired
user.enumerate（p.103）
新しいパラメータ
表 30：callAttributes 構造体メンバー（p.31） displayShowEndpointNames
デフォルトを True に修正

表 161：API バージョン 4.1.2 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
device.network.modify
（p.42）

device.time.modify
（p.47）

パラメータ
変更内容
新しいコマンド
portA、dns、ipv4Enabled、dhcpv4、ipv4Address、
ipv4SubnetMask、defaultipv4Gateway、ipv6Address、ipv6Conf、
ipv6PrefixLength、defaultIpv6Gateway、ethernetAutomatic、
speed、fullDuplex、dnsConfiguration、hostName、nameServer、
nameServerSecondary、domainName

currentTime、ntpEnabled、utcOffsetHours、utcOffsetMinutes、 新しいコマンド
ntpHost
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XML-RPC 要求/トピック パラメータ
変更内容
device.time.query（p.47） currentTime、ntpEnabled、utcOffsetHours、utcOffsetMinutes、 新しいコマンド
ntpHost
新しいコマンド
logs.syslog.modify（p.97） servers、facilityValue
servers、facilityValue

新しいコマンド

user.destroy（p.102）

currentUserId

新しいコマンド

user.enumerate（p.103）

enumerateID、max、moreAvailable、modifiedSinceStart、users、 新しいコマンド
currentUserId、name、immortal、accessRights
新しいコマンド
currentUserId、newUserId、name、password、accessRights

logs.syslog.query（p.97）
services.modify（p.98）

services.query（p.98）

sip.modify（p.99）

sip.query（p.99）

user.create（p.101）

user.modify（p.102）

新しいコマンド
ephemeralPortRangeMin、ephemeralPortRangeMax、ports、
ethernetPort、protocolVersion、services、serviceName、
connectionType、setting、portNumber
ports、ethernetPort、protocolVersion、services、serviceName、 新しいコマンド
connectionType、setting、portNumber、enabled、
ephemeralPortRangeMin、ephemeralPortRangeMax
新しいコマンド
callConfiguration、outboundAddress、outboundDomain、
username、password、outboundTransport、
advertiseDualIPVersions、negotiateSRTPUsingSDES、
useLocalCertificate
新しいコマンド
callConfiguration、outboundAddress、outboundDomain、
username、password、outboundTransport、
advertiseDualIPVersions、negotiateSRTPUsingSDES、
useLocalCertificate
新しいコマンド
newUserId、password、accessRights、name

表 162：API バージョン 4.1 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
表 30：callAttributes 構造体メンバー
（p.31）
表 30：callAttributes 構造体メンバー
（p.31）

パラメータ
packetLossThreshold

flex.participant.query（p.82）

callAttributes

flex.participant.enumerate（p.77）

accessLevel

flex.participant.advanced.enumerate
（p.70）

accessLevel

flex.participant.status（p.92）

accessLevel

accessLevel

表 15：会議コールの状態の列挙型（p.25） disconnecting
callStateFailed
表 16：:コールの状態、列挙型（p.25）
表 20：マルチストリーム モード、列挙型
（p.26）
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XML-RPC 要求/トピック
パラメータ
表 21：参加者の接続状態、列挙型（p.26） disconnecting neverConnected deferred
partiallyFailed audioReceiverFailed
indicateAudioOnlyParticipants
表 30：callAttributes 構造体メンバー
（p.31）
displayForceDefaultLayout
表 30：callAttributes 構造体メンバー
（p.31）
iXEnabled
表 30：callAttributes 構造体メンバー
（p.31）
displayLayoutSwitchingMode
表 30：callAttributes 構造体メンバー
（p.31）
multistreamMode
表 30：callAttributes 構造体メンバー
（p.31）
displayHighlightActiveSpeaker
表 30：callAttributes 構造体メンバー
（p.31）
表 33：発信参加者コール定義構造体メン toOverride
バー（p.36）
参加者 PIN の定義（p.36）

flex.conference.create（p.51）

useCustomOptionalPINEntryMessage

変更内容
参加者の接続
状態、列挙型の
表に新しいパラ
メータを追加
追加
注を追加
デフォルトを
true に修正
注を追加
追加
パラメータを
削除
新しい発信パラ
メータを追加
着信コールの
新しいパラメー
タ セット
追加

customOptionalPINEntryMessage
exitScreen

useCustomConferenceAutoDisconnectedExitMessage
customConferenceAutoDisconnectedExitMessage
useCustomConferenceEndedExitMessage
customConferenceEndedExitMessage

useCustomParticipantDisconnectedExitMessage
customParticipantDisconnectedExitMessage

flex.conference.modify（p.59）

useCustomOptionalPINEntryMessage

追加

customOptionalPINEntryMessage
exitScreen

useCustomConferenceAutoDisconnectedExitMessage
customConferenceAutoDisconnectedExitMessage
useCustomConferenceEndedExitMessage
customConferenceEndedExitMessage

useCustomParticipantDisconnectedExitMessage
customParticipantDisconnectedExitMessage

flex.conference.destroy（p.57）
flex.conference.query（p.64）

allowExitScreen
useCustomOptionalPINEntryMessage
customOptionalPINEntryMessage

追加
追加

exitScreen

useCustomConferenceAutoDisconnectedExitMessage
customConferenceAutoDisconnectedExitMessage
useCustomConferenceEndedExitMessage

customConferenceEndedExitMessage
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XML-RPC 要求/トピック

パラメータ
useCustomParticipantDisconnectedExitMessage

変更内容

customParticipantDisconnectedExitMessage
表 76：会議情報構造体（p.58）
flex.conference.sendUserMessage
（p.68）

terminating
position

flex.participant.create（p.74）
flex.participant.create（p.74）
flex.participant.query（p.82）
flex.participant.query（p.82）
表 137：参加者タイプの文字列値（p.93）

PIN
PINs
PIN
PINs

allowExitScreen
flex.participant.destroy（p.77）
sipReasonHeader
表 102：
flex.participant.deletions.enumerate の
戻りデータ（p.76）
position
flex.participant.sendUserMessage
（p.91）
表 123：videoRx ストリーム構造体メン streamType
バー（p.85）
表 123：videoRx ストリーム構造体メン height、width、jitter、framesReceived、
バー（p.85）
frameErrors、frameRate
表 124：videoTx ストリーム構造体メン streamType
バー（p.86）
表 124：videoTx ストリーム構造体メン height、width、configuredBitRate、frameRate
バー（p.86）
表 125：contentVideoRx ストリーム構造 streamType、および常に Transcoded としてマーク
体メンバー（p.87）
表 126：contentVideoTx ストリーム構造 streamType、および常に Transcoded としてマーク
体メンバー（p.88）
depHash
system.info（p.100）

追加
デフォルトを 5
から 2 に修正
廃止
追加
廃止
追加
文字列値の新し
い表を追加
追加
追加

デフォルトを 5
から 2 に修正
追加
変更
追加
変更
追加
追加
追加

表 163：API バージョン 4.0（2.8） 変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
callHome.configure（p.38）

パラメータ
mode、automatic

変更内容
新しいコマンド

mode、automatic

callHome.query（p.39）

新しいコマンド

cpuModel
cpuCount
cpuAvx

system.info（p.167）

追加

表 164：API バージョン 4.0 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
device.feature.add（p.41）

パラメータ
key

変更内容
新しいコマンド

device.feature.remove（p.41）

key

device.query（p.45）

mediaResourceRestarts、key、expiry 追加
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XML-RPC 要求/トピック
device.query（p.45）

パラメータ
currentTime、restartTime、uptime

変更内容
ドキュメントを修正

障害コード（p.107）

61、204

新しい障害コード

system.info（p.100）

softwareVersion

追加

列挙型（p.23）








コール属性構造体（p.30）

追加
recordingDeviceIndicateOnly、
displayLayoutSwitchingMode、
indicateMuting、allowStarSixMuting
videoRxFlowControlOnViewedSize
true の場合の動作を修正。現在、
受信したストリームを他の参加者が
表示できない場合にのみ、フロー制
御が要求されます。
追加
optimizationProfile、
useCustomMutedCanUnmuteMessage、
customMutedCanUnmuteMessage、
useCustomMutedCannotUnmuteMessage、
customMutedCannotUnmuteMessage
voiceSwitchingSensitivity
デフォルトを 50 から 60 に修正

コール属性構造体（p.30）

flex.conference.create（p.51）、
flex.conference.query（p.64）、
flex.conference.modify（p.59）

flex.conference.create（p.51）、
flex.conference.query（p.64）、
flex.conference.modify（p.59）
flex.conference.enumerate（p.57）

表 17：カスケード ロール、列挙型（p.26）
表 18：最適化プロファイル、列挙型（p.26）
列挙型（p. 23）
表 21：参加者の接続状態、列挙型（p.26）
暗号化ステータス、列挙型（p.27）
列挙型（p.23）

conferenceName、presenterID、
importantID
presenterID

flex.conference.status（p.69）
flex.participant.enumerate（p.77）
displayName、connectionState
flex.participant.advanced.enumerate encryptionStatus、layout、
（p.70）
mediaStatus、rxBandwidth、
txBandwidth、および protocol を追加
flex.participant.deletions.enumerate conferenceID
（p.76）
cascadeRole
flex.participant.create（p.74）、
flex.participant.query（p.82）
layout
flex.participant.status（p.92）
flexParticipantAdvancedEnum
フィードバック イベント（p.21）
仮想マシンの system.xml(p.106)

追加

追加
追加
追加
新しいコマンド。
flex.participant.enumerate
の代替
追加
追加
追加
新しいフィードバック イベント
新しい参照トピック

表 165：API バージョン 3.1 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
system.info（p.100）

パラメータ
clusterType

device.query（p.45）

activatedLicenses

列挙型（p.23）

オーディオ ゲイン モード
（gainModeDisabled、
gainModeAutomatic、
gainModeFixed）
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XML-RPC 要求/トピック

コール属性構造体（p.30）

コール属性構造体（p.30）

コール属性構造体（p.30）
参加者コール定義構造体（p.36）
障害コード（p.107）の参照トピック
flex.conference.create（p.51）、
flex.conference.modify（p.59）、
flex.conference.query（p.64）
flex.conference.create（p.51）、
flex.conference.modify（p.59）、
flex.conference.query（p.64）
flex.participant.create（p.74）、
flex.participant.query（p.82）、
flex.participant.sendDTMF（p.91）
flex.participant.deletions.enumerate
（p.76）
flex.participant.media.enumerate（p.79）
flex.participant.requestDiagnostics
（p.83）

パラメータ
制御レベル（controlNone、
controlLocal、
controlConference）

audioReceiveGainMode、
deferConnect、
alwaysReconnect、
displayForceDefaultLayout、
iXEnabled
audioReceiveGain

maxTransmitPacketSize
デフォルト値

conferenceDescription、
chairControlLevel、
guestControlLevel
welcomeMessageScreen
dtmf

変更内容

追加

変更。以前は、audioReceiveGain
が常に適用されました。3.1 では、
audioReceiveGain は、
audioReceiveGainMode が
gainModeFixed でないかぎり無視さ
れます。
説明を変更。
ドキュメント化
ドキュメント化
追加

変更

変更

extended、IDs、participantID、 追加
conferenceID
conferenceID
追加
追加
clearPathOverhead、
clearPathRecovered、
packetsLost、clearPathLTRF、
clearPathLTRFRepaired

Cisco TelePresence Server API 4.2 製品のプログラミング リファレンス ガイド

115/180 ページ

パート 2：スタンドアロン動作モード
このガイドのパート 2 では、スタンドアロン動作（ローカル管理）モードで使用可能な API について説明します。
フレキシブル（flexible）動作（リモート管理）モードで使用可能な API の詳細については、パート 1：フレキシブル
動作モード（p.3）を参照してください。
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はじめに
このドキュメントでは、スタンドアロン（ローカル管理）モードでの稼働時に Cisco TelePresence Server ソフト
ウェアに対応する管理 API の最新バージョンについて説明します。次の Cisco TelePresence 製品は、
TelePresence Server バージョン 4.2 以降を稼働している場合に、この API をサポートします。



Cisco TelePresence Server MSE 8710
Cisco TelePresence Server 7010

非推奨の事前通知
TelePresence Server 4.2 は、ローカル管理モードをサポートする最後のリリースです。将来のリリースでは、
このモードはサポートされません。最新の TelePresence Server リリースと機能をサポートするには、リモート
管理モード（TelePresence Conductor が必要）が必要となります。
シスコは、TelePresence Server 4.x ソフトウェアがメンテナンス リリースと TAC サポートの標準プロセスに準
じている場合は、そのサポート終了プロセスを発表したり、開始したりすることはありません。

スタンドアロン モード API の変更の概要
最新の Cisco TelePresence Server API はバージョン 4.2 です。次の表に、リモート管理モード API に加えら
れた最新の変更の概要を示します。より古いバージョンで導入された変更については、ローカル管理 API の変
更履歴（p.176）を参照してください。
表 166：API バージョン 4.2 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
conference.invite（p.135）
system.info（p.167）
user.enumerate（p.169）

パラメータ
autoReconnect、alwaysReconnect

変更内容
更新されたパラメータ（2 回目の再試行間隔が
30 秒）
licenseMode：新しいオプション flexible、 更新されたパラメータ
trust
passwordChangeRequired

新しいパラメータ

設計上の考慮事項
アプリケーションが送信する各 API コマンドによって、デバイス固有のアプリケーション内で処理オーバーヘッド
が発生します。オーバーヘッドの量は、送信されたコマンドのタイプとパラメータによって大きく異なります。デバ
イスが毎秒、多数の API コマンドを受信する場合、深刻なパフォーマンスの低下を引き起こすことがあります
（複数のユーザが Web インターフェイスを介して同時にアクセスした場合と同様）。

API オーバーヘッドの最小化
デバイス アプリケーションの処理負荷が最小化されるようにアプリケーション アーキテクチャとソフトウェアを設
計することが不可欠です。
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これを行うために、次のことを推奨します。





API アプリケーションの実行、およびコマンドのデバイスへの送信には、単一のサーバを使用します。
複数ユーザがアプリケーションを同時に使用する必要がある場合は、サーバ上に Web インターフェイスを提
供するか、サーバと通信するクライアントを記述します。その後、サーバを使用して、クライアントの要求を管理
し、デバイスに直接 API コマンドを送信します。
サーバ上の API アプリケーション内に何らかの形で制御を実装し、デバイスが API 要求によってオーバー
ロードされるのを防ぎます。

これらの手法の方が、クライアントに API コマンドを直接送信させるよりも、綿密に制御でき、管理不能な数の
API 要求によってデバイス パフォーマンスが損なわれるのを阻止できます。

使用不能または無関係なデータ
API は、要求へ応答するときのネットワークへの影響を最小化するように設計されており、デバイス応答には通
常、無関係なデータやデータが使用できない空のデータ構造は含まれません。
つまり、アプリケーションは、応答に予期されたデータが含まれているかどうかをチェックする責任を担う必要が
あり、さらに、デバイスが予期されたデータを応答しない場合はその状況をグレースフルに処理するように設計
されている必要があります。
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XML-RPC の実装
API は、XML-RPC プロトコルを使用してメッセージを送信するために実装されます。これは、トランスポートとし
て HTTP（またはHTTPS）を使用して、エンコーディングとして XML を使用するリモート プロシージャ コール用
の簡易プロトコルです。XML-RPC は、複雑なデータ構造を送信、処理、および返すことができる一方、できるか
ぎり簡易になるように設計されています。簡素化のため、プラットフォームまたはソフトウェアとの依存関係はなく、
SOAP（Simple Object Access Protocol）が選択されています。
API は、すべてのパラメータと返されるデータを <struct> 要素として実装し、それぞれに明示的に名前が付
けられています。たとえば、device.query コールは currentTime という構造体メンバーとして、単一の
<dateTime.iso8601> 値ではなく、現在時刻を返します。
<member>
<name>
currentTime
</name>
<value>
<dateTime.iso8601>
20130218T10:45:00
</dateTime.iso8601>
</value>
</member>

詳細については、XML-RPC の仕様 を参照してください。

トランスポート
デバイスは、RFC 2616 によって定義されているように、HTTP/1.1 を実装します。ポート 80（デフォルトの
HTTP ポート）またはポート 443（デフォルトの HTTPS ポート）の TCP/IP 接続を介して通信を受信することが
求められます。
アプリケーションは、デバイスの IP アドレス上のパス /RPC2 によって定義された URL（たとえば、
https://10.0.0.53/RPC2）に HTTP POST メッセージを送信する必要があります。
IP アドレスに非標準の TCP ポート番号が追加されている場合は、必要に応じて、非標準の TCP ポートで
HTTP および HTTPS を受信するようにデバイスを設定できます。

エンコーディング
アプリケーションはメッセージを UTF-8 としてエンコードする必要があります。

メッセージ フロー
アプリケーションは通信を開始し、正しく形式化された XML-RPC コマンドをデバイスに送信します。
次のコマンド例では、数値 ID「971771」で PIN「123」の「API Conference」という会議を作成します。

コマンド例
<?xml version='1.0'?>
<methodCall>
<methodName>conference.create</methodName>
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<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>authenticationUser</name>
<value>
<string>admin</string>
</value>
</member>
<member>
<name>authenticationPassword</name>
<value>
<string></string>
</value>
</member>
<member>
<name>conferenceName</name>
<value>
<string>API Conference</string>
</value>
</member>
<member>
<name>numericID</name>
<value>
<string>971771</string>
</value>
</member>
<member>
<name>PIN</name>
<value>
<string>123</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>

コマンドが正常に形成され、デバイスが応答可能である場合、デバイスは次のいずれかの方法で応答します。



コマンドに応じて、データを含む、またはデータを含まない XML methodResponse メッセージで応答する。
障害コード メッセージのみを含む XML methodResponse で応答する。

成功例
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>conferenceID</name>
<value>
<int>10000</int>
</value>
</member>
<member>
<name>conferenceGUID</name>
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<value>
<string>62f46be0-c6a3-11e1-9800-000d7c10cc70</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodResponse>

障害コードの例
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
<fault>
<value>
<struct>
<member>
<name>faultCode</name>
<value>
<int>13</int>
</value>
</member>
<member>
<name>faultString</name>
<value>
<string>invalid PIN</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</fault>
</methodResponse>

データ型とサイズ
注：要求または応答の合計サイズは 32 KB です。TelePresence Server は、応答を切り詰める必要がある場
合には、残りのデータを取得するためのメカニズムを提供するか、または適切な障害コードを返します。
Cisco TelePresence Server API は次の XML-RPC 型を受け入れます。表には、パラメータの説明により限定
された制限がないかぎり、アプリケーションが想定できるデフォルト サイズが示されています。
表 167：API のデータ型とサイズ
タイプ
<string>
<int>
<boolean>
<base64>
<dateTime.iso8601>
<array>
<struct>

受け入れられるデフォルト サイズ
31 文字
符号付き 4 バイト（-2147483648 ～ 2147483647）
1 または 0、true または false
特に明記していないかぎり明示的に制限されない
ISO 8601 形式 例：20140107T13:31:26
該当なし
該当なし
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HTTP キープアライブ
アプリケーションは、HTTP キープアライブを使用して、定常的なデバイスのポーリングの結果生じる TCP トラ
フィックの量を削減できます。HTTP キープアライブをサポートするクライアントでは、API 要求の HTTP ヘッ
ダーに次の行が含まれる場合があります。
Connection: Keep-Alive
これは、クライアントが HTTP キープアライブをサポートしていることをデバイスに示しています。その後、デバイ
スは、応答した後も TCP 接続を維持するように選択できます。デバイスが接続を閉じる場合は、応答で次の
HTTP ヘッダーが返されます。
Connection: close
この行が応答の HTTP ヘッダーにない場合、クライアントは後続の要求に同じ接続を使用できます。
次の場合、デバイスは接続を有効なまま保持しません。




現在の接続が既に要求の許容数を処理している
現在の接続が開かれてから既に許容時間が経過している
開かれている接続数が、この接続を維持する場合の許容数を超えている

これらの制約は、開かれている接続に関連付けられたリソースを制限します。接続が最初の 2 つの理由のいず
れかで終了された場合、クライアントはおそらく、次の要求の後に接続が維持されることを検出します。

注：クライアントは、接続が維持されるものとは想定しません。また、デバイスは、クライアントが 1 分以内に次の
要求を作成しない場合には、開かれている接続を閉じます。このような長い期間未使用の接続を開いたまま保
持しても、ほとんどメリットはありません。
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API の概要
認証
注：認証情報はプレーン テキストを使用して送信され、信頼ネットワーク経由でのみ送信する必要があります。
制御アプリケーションは、管理権限を持つユーザとしてデバイス上で自身を認証する必要があります。また、イン
ターフェイスがステートレスであるため、各コールに次の認証パラメータを含める必要があります。
表 168：認証パラメータ
パラメータ名
authenticationUser

authenticationPassword

タイプ
string

説明
必須。ユーザ名。

string

必須。ユーザ パスワード。

ユーザ名とパスワードが TelePresence Server によって認識されない場合、メソッド コールは認証エラーで失
敗します。

フィードバック レシーバ
API では、アプリケーションをフィードバック レシーバとして登録することができます。つまり、アクティビティをモ
ニタする場合に、アプリケーションによってデバイスを定常的にポーリングする必要はありません。フィードバック
イベントを使用して、特に複数の API ユーザが存在する場合にポーリングによって発生する可能性のある高い
負荷がかかるのを回避できます。
デバイスは、イベントが発生した時点で、イベントをパブリッシュします。デバイスは、アプリケーションがこれらの
イベントをリッスンしていることがわかっている場合は、イベントの発生時に、XML-RPC メッセージをアプリケー
ション インターフェイスに送信します。
フィードバック レシーバとして登録されると、アプリケーションは指定されたインターフェイスでフィードバック メッ
セージを受信します。

注：TelePresence Server は、アプリケーションが少なくとも 1 つの HTTP 200 OK ヘッダーを提供するものと
予期します。アプリケーションがフィードバック メッセージを受信したことを確認できない場合、TelePresence
Server は警告イベントをログに記録します。






レシーバを登録して、1 つ以上のフィードバック イベント（p.125）をリッスンするには、
feedbackReceiver.configure（p.156）を使用します。
デバイスに設定されたレシーバのリストを返すには、feedbackReceiver.query（p.157）を使用します。
既存のフィードバック レシーバの設定を変更するには、feedbackReceiver.reconfigure（p.157）を使用します。
既存のフィードバック レシーバを削除するには、feedbackReceiver.remove（p.158）を使用します。
特定のフィードバック レシーバのステータスと、それがサブスクライブしているすべてのイベントを表示するには、
feedbackReceiver.status（p.158）を使用します。
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フィードバック メッセージ
フィードバック メッセージは、XML-RPC 応答にデバイスが使用する形式に従います。
メッセージには、2 つのパラメータが含まれます。




sourceIdentifier は、feedbackReceiver.configure または
feedbackReceiver.reconfigure によって設定されることのある、デバイスを識別する文字列です。
設定されていない場合は、デバイスの MAC アドレスとなります。
events は、発生したフィードバック イベントの名前を含む文字列の配列です。

フィードバック メッセージの例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<methodCall>
<methodName>eventNotification</methodName>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>sourceIdentifier</name>
<value><string>000D7C000C66</string></value>
</member>
<member>
<name>events</name>
<value>
<array>
<data>
<value><string>restart</string></value>
</data>
</array>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>

フィードバック イベント
次の表に、TelePresence Server がパブリッシュすることのあるフィードバック イベントを一覧します。
表 169：フィードバック イベント
イベント
cdrAdded
conferenceActive
conferenceFinished
conferenceStarted
conferenceInactive
configureAck

説明
1 つ以上の新しいコール詳細レコードがログに記録されました
1 つ以上の会議がアクティブになりました（最初の参加者が参加した）
1 つ以上の会議が削除されました
1 つ以上の会議が作成されました
1 つ以上の会議が非アクティブになりました（最後の参加者が退室した）
送信元は、アプリケーションがフィードバック レシーバを正常に追加、認識、または削除したことを
確認応答するために、このイベントをパブリッシュします。
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イベント
deviceStatusChanged

説明
TelePresence Server がシャットダウンしたか、機能キーが追加または削除された場合に生成さ
れます。詳細を確認するには、device.query を呼び出します。

participantConnected
participantDisconnected
participantJoined
participantLeft
receiverDeleted

1 人以上の参加者が、TelePresence Server に接続されました。
1 人以上の参加者が、TelePresence Server から切断されました。
1 人以上の参加者が、会議に参加しました。
1 人以上の参加者が、会議を退室しました。
このイベントを受信中のフィードバック レシーバが停止され、その設定が削除されたか、このイベント
が以前の URI に送信された場合に、フィードバック レシーバの URI が変更されています。
このイベントを受信中のフィードバック レシーバが変更されました。
TelePresence Server が再起動または起動されました。

receiverModified
restart
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スタンドアロン API コマンド リファレンス
ここでは、動作モードが standalone に設定されている場合に使用可能な各コマンドのリファレンスを掲載します。
コマンドは、クエリまたは変更するオブジェクト別にアルファベット順でグループ化されています。コマンドごとに
次の情報が提供されています。




コマンドの結果の説明
受け入れられるパラメータ、およびそれらが必須かどうか
返されるパラメータ、およびそれらが条件付きで返されるかどうか

コマンド名をクリックすると、コマンドの詳細を確認できます。





































cdrlog.enumerate（p.129）
cdrlog.query（p.131）
conference.create（p.131）
conference.delete（p.133）
conference.enumerate（p.133）
conference.invite（p.135）
conference.senddtmf（p.139）
conference.sendmessage（p.140）
conference.sendwarning（p.141）
conference.set（p.141）
conference.status（p.143）
conference.uninvite（p.148）
device.health.query（p.154）
device.network.modify（p.151）
device.network.query（p.152）
device.query（p.150）
device.restartlog.query（p.154）
device.restart（p.155）
device.time.modify（p.155）
device.time.query（p.156）
feedbackReceiver.configure（p.156）
feedbackReceiver.query（p.157）
feedbackReceiver.reconfigure（p.157）
feedbackReceiver.remove（p.158）
feedbackReceiver.status（p.158）
logs.syslog.modify（p.159）
logs.syslog.query（p.159）
participant.diagnostics（p.159）
participant.enumerate（p.162）
participant.set（p.163）
participant.tidylayout（p.164）
services.modify（p.164）
services.query（p.165）
sip.modify（p.166）
sip.query（p.166）
system.info（p.167）
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user.create（p.168）
user.destroy（p.169）
user.enumerate（p.169）
user.modify（p.170）

非推奨
次のパラメータは、API バージョン 2.2 で非推奨となりました。代わりに代替のパラメータを使用するようにアプ
リケーションを更新してください。これらのパラメータは、今後のリリースでサポートされない可能性があります。
引き続き非推奨パラメータを受け入れることができるコールでは、非推奨パラメータまたは代替パラメータのいず
れかのみを送信するように注意してください。両方は指定しないでください。
表 170：ローカル管理モードの非推奨パラメータ
非推奨パラメータ
permanent
conferenceID

代替のパラメータ
persistent
conferenceGUID

影響を受けるコール
conference.create
conference.invite
conference.create
conference.delete
conference.enumerate
conference.senddtmf
conference.sendmessage
conference.sendwarning
conference.set
conference.status
conference.uninvite
participant.enumerate

participantList (string)
participantID

participants (array)
participantGUID

omitID
endpointType

omitGUID
endpointCategory

conference.invite
conference.invite
conference.senddtmf
conference.sendmessage
conference.status
participant.enumerate
participant.set
participant.tidylayout
conference.senddtmf
conference.status

participantListID
roundTableEnable

participantListGUID
oneTableMode

conference.uninvite
conference.set
conference.status

callHome.configure
診断データをシスコの Call Home サービスに自動的にレポートするように TelePresence Server を設定します。
この機能はデフォルトでは無効になっていますが、デバイスの可能なかぎり最適なサポートを確保するために有
効にすることを強く推奨します。

注：TelePresence Server は現在、匿名レポートのみをサポートしています。
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表 171：callHome.configure の入力
パラメータ名
mode

タイプ
string

説明
Call Home モードを設定します。disabled または anonymous のいずれかになります。
暗号化機能キーが存在する場合は、anonymous にのみ設定できます。設定されていない場合
のデフォルトは disabled です。
現在の設定を変更しない場合は、パラメータを省略します。

automatic

boolean 自動 Call Home を制御します。
true は自動 Call Home を有効にします。false は自動 Call Home を無効にします。モードが
anonymous の場合のみ、効力があります。
現在の設定を変更しない場合は、パラメータを省略します。

callHome.query
TelePresence Server をクエリして、Call Home 設定を取得します。この機能は、シスコの Call Home サービ
スに診断データをレポートします。

注：TelePresence Server は現在、匿名レポートのみをサポートしています。
表 172：callHome.query の戻りデータ
パラメータ名
mode

タイプ
string

説明
Call Home モード。disabled または anonymous のいずれかになります。設定されていない
場合のデフォルトは disabled です。

automatic

boolean 自動 Call Home が有効な場合は true。自動 Call Home が無効な場合は false。モードが
anonymous の場合のみ、効力があります。
設定されていない場合のデフォルトは false です。

cdrlog.enumerate
このコールによって、発信側アプリケーションは、CDR ログ全体を返す必要なく、CDR ログ データをダウンロー
ドできます。コールは、オプションの filter、index および numEvents パラメータに基づいて、CDR ログの
サブセットを返します。
TelePresence Server はメモリ内に最大 2000 件のレコードを保持します。これらは永続的に保持されないため、
アプリケーションによって定期的に列挙コールを発信するか、cdrAdded フィードバック イベントの受信時に列
挙コールをトリガすることをお勧めします。
表 173：cdrlog.enumerate のオプションまたは条件付き入力
パラメータ名
index

タイプ
整数

説明
イベントの取得元のインデックス。デバイスは nextIndex を返します。アプリケーションはそれ
を使用して、CDR データの次の列挙を取得できます。
index が省略されたか、負の整数、または最大インデックスより（2 以上）大きい整数の場合、デ
バイスは CDR ログの先頭からイベントを列挙します。
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パラメータ名
numEvents

filter

タイプ
整数

説明
列挙あたりで返される最大イベント数。
省略された（または、1 ～ 20 以外）の場合、列挙あたり最大 20 のイベントが返されます。
単一の応答ではサイズが大きくなりすぎる場合は、それより少ない数のイベントが返されます。
クライアントは、応答内の eventsRemaining パラメータを確認して、必要に応じて、
nextIndex から再列挙を開始します。

配列

応答のフィルタ処理に使用するイベント タイプ名を含む文字列の配列。すべてのイベント タイプ
を返すには filter を省略します。それ以外の場合は、次のサブセットを含めます：
conferenceStarted、conferenceFinished、conferenceActive、
conferenceInactive、participantConnected、participantJoined、
participantMediaSummary、participantLeft、participantDisconnected。

表 174：cdrlog.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
startIndex

タイプ
整数

nextIndex

整数

eventsRemaining boolean
currentTime
events

説明
指定されたインデックス、またはそれがデバイスの保持する最初のレコードのイ
ンデックスより小さい場合は、既知の最初のレコードのいずれかになります。この
場合、startIndex と指定されたインデックスを比較することで、破棄されたレ
コード数が示されます。
API への後続のコールで再利用可能な、提供されるデータのリビジョン番号。
true の場合、要求した列挙には、この応答で返されたデータより多くのデータ
があります。

dateTime.iso8601

システムの現在時刻（UTC）。

構造体の配列

配列の各メンバーは、記録されたイベントを表す構造体です。すべての構造体
にいくつかの共通のフィールド（time、type、index）があり、イベント タイプ
に固有のその他のフィールドが存在する場合もあります。

イベント配列
次のパラメータはすべての CDR ログ イベントに共通ですが、各構造体にはイベント タイプに固有のパラメータ
も含まれます。すべての TelePresence Server のイベント タイプの詳細については、『Cisco TelePresence
Conferencing Call Detail Records File Format Reference Guide』を参照してください。
列挙するイベントがない場合は、events 配列は空で返されます。
表 175：共通の CDR ログ イベント パラメータ
パラメータ名
time
type

index

タイプ
dateTime.iso8601

説明
イベントがログに記録された日時。例：20110119T13:52:42。

string

イベント タイプの名前。

整数

CDR ログ メッセージのインデックス。
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注：『Cisco TelePresence Conferencing Call Detail Records File Format Reference Guide』 では、Web
インターフェイスを介して cdr_log.xml でダウンロードされた場合の XML 形式の CDR ログについて説明され
ています。このコールで同じイベントが列挙されている場合、イベント タイプ名の複数の単語間でアンダースコア
ではなく、camelCase が使用されています。たとえば、cdr_log.xml 内の conference_started は、この
配列内の conferenceStarted と同じイベント タイプです。

cdrlog.query
CDR ログに関する情報を返します。このコマンドは、入力パラメータを取りません。
表 176：cdrlog.query の戻りデータ
パラメータ名
firstIndex
numEvents

タイプ
整数

説明
保存されている中で最も古いイベントのインデックス。

整数

保存されているイベントの合計数。

conference.create
指定された名前とその他の指定されたパラメータを使用して会議を作成し、新しい会議の固有識別子を返します。
表 177：conference.create の入力
パラメータ名
conferenceName
persistent

タイプ
説明
文字列（80） 必須。コールまたは TelePresence Server からの応答の件名となる、会議
を参照する名前。
boolean
すべての参加者が退室後に会議が存続するかどうかを定義します。永続
的な会議はコンフィギュレーション ファイルに保存されるため、デバイスを
再起動しても存続します。
TelePresence Server はどちらも受け入れますが、会議の永続化を定義
するには、permanent ではなく persistent を使用してください。

permanent

boolean

 true：会議は、参加者の退室に関係なく、それが明示的に削除されるま
で存続します。
 false：会議は、すべての参加者が退室後 30 秒が経過するか、
duration が期限切れ（設定されている場合）になると削除されます。

すべての参加者が退室後に会議が存続するかどうかを定義します。この
オプションを指定しないと、会議は 30 秒後、または duration が期限切
れ（設定されている場合）になると自動的に削除されます。

非推奨。代わりに、persistent を使用します。
locked

boolean

会議をロックするかどうかを定義します。
エンドポイントはロックされた会議に参加できませんが、会議はエンドポイ
ントを招待できます。
 true：会議はロックされます。
 false：会議はロックされません。
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パラメータ名
lockDuration
numericID
registerWithGatekeeper

タイプ
整数

説明
現在から会議のロックが期限切れになるまでの期間（秒単位）。locked が
true である必要があります。そうでない場合は、無視されます。
文字列（80） H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラに登録するため、および会議
にダイヤルインするために使用されます。

この項目が H.323 ゲートキーパーに numericID を登録するかどうかを
定義します。
registerWithSIPRegistrar boolean
この項目が SIP レジストラに numericID を登録するかどうかを定義します。
tsURI
文字列（80） Cisco TelePresence System T3 システムが TelePresence Server へ
API コールを発信するために使用するアドレス。
boolean

この文字列は、[<プロトコル>://]<アドレス>[:<ポート>] 形式にする
必要があります。例：http://mytps:80指定すると、この URI は
TString を介して会議内のすべての T3 システムに渡されます。明示的に
指定されていない場合は、TelePresence Server が IP アドレスに基づい
て tsURI を作成します。

http および https プロトコルがサポートされています。アプリケーション
がこの文字列でプロトコルまたはポート情報を提供しない場合、
TelePresence Server はそれらの情報を想定しません。
h239ContributionEnabled boolean

audioPortLimit
videoPortLimit
duration

会議がコンテンツの寄与を許可するかどうかを定義します。このパラメータ
は、H.239 に限定されず、サポートされるコンテンツ プロトコルを介して、コ
ンテンツを寄与できるかどうかを制御します。
boolean
会議がロビー画面を表示するかどうかを定義します。
文字列（500） ロビー画面メッセージ。
boolean
会議が「This conference is about to end」（この会議はもうすぐ終了します）
警告を送信するかどうかを定義します。
整数
この会議で許容できる音声ポート数の上限。
整数
この会議で許容できるビデオ ポート数の上限。
整数
会議が終了され削除されるまでの期間（秒単位）。

automaticGainControl

boolean

encryptionRequired

boolean

useLobbyScreen
lobbyMessage
useWarning

このパラメータは、persistent が true の場合は許可されません。
オートゲイン コントロール（AGC）が有効かどうかを定義します。指定しない
場合は、会議のデフォルトが使用されます。
この会議に暗号化が必要かどうかを定義します。
 true：暗号化が必要です。
 false：暗号化はオプションです（デフォルト）。

pin

文字列（40） この会議の PIN。会議に関連付けられている場合は、その会議にアクセス
するために入力する必要のある数字の文字列です。

注：PIN は着信コールの場合のみ有効です。発信コールでは、入力する必
要はありません。このため、会議 PIN は、会議が数値 ID を保持している
場合のみ設定できます。数値 ID なしで PIN を設定しようとするとエラーが
返されます。また、会議の数値 ID をクリアすると、会議 PIN もクリアされ
ます。
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表 178：conference.create の戻りデータ
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。

conference.delete
指定された会議を削除します。会議を識別するには、conferenceID ではなく conferenceGUID を使用し
てください。両方は使用しないでください。
表 179：conference.delete の入力
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
必須。会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。

conference.enumerate
TelePresence Server 上のすべての会議に関する情報を要求します。完全な列挙応答には複数のコールが必
要となる場合があります。
列挙する会議がない場合、conference.enumerate コールは conferences 配列を返しません。
表 180：conference.enumerate の入力
パラメータ名
enumerateID

タイプ
整数

説明
列挙コールは多数の結果を返すことがあるため、このパラメータを応答に含めることができます。
応答に enumerateID が含まれる場合、アプリケーションは、次の結果セットを取得するために
ID を後続の列挙コールに渡す必要があります。応答に enumerateID が含まれていない場
合、列挙にはそれ以上の結果はありません。
アプリケーションが enumerateID を省略すると、ターゲット デバイスは新しい列挙を開始し、最
初の結果セットを返します。

activeFilter boolean  true：アクティブな会議のみを要求します。
 false：すべての会議を要求します。これがデフォルト値です。パラメータを省略した場合は、こ
れが想定されます。
次の条件のいずれかに当てはまる場合、このフィルタの目的上、会議はアクティブとみなされます。
 会議に 1 人以上の参加者がいる
 会議に H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラに登録されている数値 ID がある
数値 ID があるだけでは、会議をアクティブとみなすには不十分です。登録が無効な場合、数
値 ID のある会議は、少なくとも 1 人の参加者がいないかぎり非アクティブと見なされます。
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表 181：conference.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
会議

タイプ
説明
構造体の 各メンバーは、単一の会議に関して返された情報をすべて含む構造体です。
配列
enumerateID string
列挙コールは多数の結果を返すことがあるため、このパラメータを応答に含めることができます。
応答に enumerateID が含まれる場合、アプリケーションは、次の結果セットを取得するために
ID を後続の列挙コールに渡す必要があります。応答に enumerateID が含まれていない場
合、列挙にはそれ以上の結果はありません。
アプリケーションが enumerateID を省略すると、ターゲット デバイスは新しい列挙を開始し、
最初の結果セットを返します。

表 182：conferences 配列構造体のメンバ
パラメータ名
conferenceName
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
文字列
（80）
string
整数

説明
コールまたは TelePresence Server からの応答の件名となる、会議を参照す
る名前。
会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
このパラメータは非推奨ですが、TelePresence Server は、短期的にアプリ
ケーションの互換性を保証するために、このパラメータを返します。代わりに代
替のパラメータを使用すること推奨します。
active

boolean  true：会議は現在アクティブです
 false：会議は現在非アクティブです
次の条件のいずれかに当てはまる場合、会議はアクティブであるとレポートさ
れます。

persistent

 会議に 1 人以上の参加者がいる
 会議に H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラに登録されている数値
ID がある数値
ID があるだけでは、会議をアクティブとみなすには不十分です。登録が無効
な場合、数値 ID のある会議は、少なくとも 1 人の参加者がいないかぎり非
アクティブと見なされます。
boolean すべての参加者が退室後に会議が存続するかどうかを定義します。永続的な
会議はコンフィギュレーション ファイルに保存されるため、デバイスを再起動し
ても存続します。
 true：会議は、参加者の退室に関係なく、それが明示的に削除されるまで存
続します。
 false：会議は、すべての参加者が退室後 30 秒が経過するか、duration
が期限切れ（設定されている場合）になると削除されます。

locked

boolean 会議をロックするかどうかを定義します。
エンドポイントはロックされた会議に参加できませんが、会議はエンドポイントを
招待できます。
 true：会議はロックされます。
 false：会議はロックされません。
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パラメータ名
numericID

タイプ
文字列
（80）

説明
H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラに登録するため、および会議にダ
イヤルインするために使用されます。
パラメータが設定されていない場合、これは空の文字列です。

registerWithGatekeeper

boolean この項目が H.323 ゲートキーパーに numericID を登録するかどうかを定義
します。
registerWithSIPRegistrarboolean この項目が SIP レジストラに numericID を登録するかどうかを定義します。
h239ContributionEnabled boolean 会議がコンテンツの寄与を許可するかどうかを定義します。このパラメータは、
H.239 に限定されず、サポートされるコンテンツ プロトコルを介して、コンテンツ
を寄与できるかどうかを制御します。
pin
文字列 この会議の PIN。会議に関連付けられている場合は、その会議にアクセスす
（40）
るために入力する必要のある数字の文字列です。

注：PIN は着信コールの場合のみ有効です。発信コールでは、入力する必要
はありません。このため、会議 PIN は、会議が数値 ID を保持している場合の
み設定できます。数値 ID なしで PIN を設定しようとするとエラーが返されま
す。また、会議の数値 ID をクリアすると、会議 PIN もクリアされます。
numParticipants

整数

この会議の参加者数。

conference.invite
指定された会議に指定された参加者を招待します。
conferenceID パラメータおよび participantList パラメータの使用は避け、これに代わる
conferenceGUID パラメータおよび participants パラメータを使用してください。会議を識別するには、
conferenceID ではなく conferenceGUID を使用してください。両方は使用しないでください。参加者を識
別するには、participantList の代わりに participants 配列を使用し、両方は使用しないでください。
表 183：conference.invite の入力
パラメータ名
タイプ
conferenceGUID string
participants
構造体
の配列
conferenceID
整数

説明
必須。会議のグローバル一意識別子。
必須。参加者を表す構造体の配列。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
participantList string
非推奨。代わりに、participants 配列を使用します。
カンマで区切られた参加者アドレスのリスト。オプションで追加情報を含みます。
 例：10.2.171.232, 10.47.2.246, h323:numericID@domain.com
 タイプを含む例：10.2.171.232, t3:h323:numericID@domain.com（コロンを後ろ
に付けたエンドポイント タイプをプロトコルの前に指定）
 マスターを含む例：10.2.171.232, t3:master:h323:numericID@domain.com
（エンドポイント タイプの直後（ある場合）、プロトコルの前のプレフィックスに master: を指定）
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participants 配列

conference.invite コールに参加者の配列を含める必要があります。参加者ごとに address パラメータ
が必要です。address を除くすべての参加者パラメータはオプションであり、コールで省略すると
TelePresence Server はデフォルト値を使用します。
表 184：participants 配列構造体メンバー

パラメータ名
address

タイプ
文字列
（80）

説明
必須。参加者のアドレス。
アドレスには h323: または sip: のいずれかのプレフィックスが必要です。プレ
フィックスを入力しないと、TelePresence Server は、（ゲートキーパーを介すこと
なく）H.323 を使用してアドレスを直接コールしようとします。アドレスの最大長は
80 文字です（h323: などのプレフィックスもこの制限に含む）。
グループ化されたエンドポイントを招待する場合は、カンマで区切られた最大 4
つのアドレスのリストを指定できます（TelePresence Server にインストールされ
たサードパーティの相互運用機能キーが必要）。この場合は、各アドレスのプロト
コル プレフィックス（例：
h323:leftmost_endpoint@domain.com,h323:rightmost_endpoi
nt@domain.com）を指定する必要がありますが、タイプ プレフィックスは指定し
ないでください。
各アドレスの最大長は 80 文字です（h323: などのプレフィックスもこの制限に
含む）。
指定する値の合計長（4 つまでのアドレスと区切り文字のカンマ）が 323 文字を
超えることはできません。

type

string

エンドポイントのタイプを指定します。
 t3：Cisco TelePresence System T3
 cts：Cisco TelePresence System TelePresence エンドポイント（1 または
3 画面、例：500、1300、3000）
 cts1：Cisco TelePresence System 単一画面 TelePresence エンドポイント
（例：500 および 1300 シリーズ）
 cts3：Cisco TelePresence System 3 画面 TelePresence エンドポイント（例：
3000 シリーズ）

master

boolean

 true：このエンドポイントが会議のマスターです。
 false：（省略した場合のデフォルト）このエンドポイントは会議のマスターではあ
りません。

oneTableIndex

整数

OneTable 会議の場合、エンドポイントの位置。type が t3 の場合にだけ適用
されます。
1、2、3、または 4。OneTable モードの場合、エンドポイントの位置インデックス。
位置は 1 つの仮想テーブルを上から見たことを想定して、テーブルを囲んで時
計回りで増分されます。たとえば、インデックスが 2 の参加者はインデックスが
1 である参加者の左側に着席しています。

maxBitRate

整数

recordingDevice

boolean

TelePresence Server とこの参加者間の両方向の最大ビットレート（Kbps 単
位）。コールでこのパラメータを省略すると、TelePresence Server はデフォルト設
定を使用します。
 true：エンドポイントは、録画デバイスとして扱われます。これはレイアウトで目
立たず、他の参加者は録画アイコンによってこのエンドポイントのプレゼンスを
適宜認識できます。
 false：（省略した場合のデフォルト）エンドポイントは通常のエンドポイントです。
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パラメータ名
dtmf

タイプ
文字列
（127）

説明
接続後に送信される DTMF 文字列。レシーバはパラメータのコンテキストによっ
て異なります。conference.senddtmf に渡された場合、シーケンスは、1
人、すべて、または 1 人を除くすべての参加者に送信できます。
conference.invite では参加者ごとに渡すことができます。

DTMF 文字列パラメータを取るコマンドでは文字列に非 DTMF ASCII 文字を使
用できますが、TelePresence Server はそれらの文字を無視します。最後まで
文字列を処理し、*#0123456789ABCD のセット内の文字のトーンのみを送信
し、カンマごとに 2 秒ずつトーン シーケンスを一時停止します。
TelePresence Server は、文字列に非 ASCII 文字が含まれる場合、エラーを返
します。

audioContentIndex

整数

コンテンツと音声を受信する、グループ内のエンドポイントを定義します。これは、
address に格納したエンドポイント アドレスのカンマ区切りのリストにあるエント
リに対応するゼロ ベースのインデックスです。
 0：（デフォルト）アドレス文字列の最初のアドレス
 n-1：（最大）n 個のアドレスのカンマ区切り文字列にある最後のアドレス

contentIndex

整数

コンテンツを受信する、グループ内のエンドポイントを定義します
（audioContentIndex と異なる場合）。audioContentIndex を要求に指
定していない場合は無視されます。これは、address に格納したエンドポイント
アドレスのカンマ区切りのリストにあるエントリに対応するゼロ ベースのインデッ
クスです。デフォルトで audioContentIndex に設定されます。
コンテンツを送信または受信するエンドポイントが、音声を送信または受信する
エンドポイント（audioContentIndex で指定）と異なる場合に、このパラメータ
を使用します。
 0：（デフォルト）アドレス文字列の最初のアドレス
 n-1：（最大）n 個のアドレスのカンマ区切り文字列にある最後のアドレス

camerasCrossed

boolean

 true：グループ化されたエンドポイントのカメラはクロスしている（参加者がグ
ループ化されたエンドポイントの場合、つまり複数の address パラメータを持
つ場合でなければ無視される）
 false：（省略した場合のデフォルト）カメラはクロスしていない

txAspectRatio

string

この参加者に送信されるレイアウトの縦横比を上書きします。
 only16to9：ボックス全体または、エンドポイントごとの設定を上書きして、ワイド
画面レイアウト（16：9）をエンドポイントに送信するよう TelePresence Server
を強制する
 only4to3：ボックス全体または、エンドポイントごとの設定を上書きして、4：3 の
レイアウトをエンドポイントに送信するよう TelePresence Server を強制する。

autoReconnect

boolean

エラーによって失敗したか切断された場合に、TelePresence Server がこのエン
ドポイント（またはエンドポイントがグループ化されている場合はグループのメン
バー）へのコールを再確立しようとするかどうかを定義します。
 true：次の間隔で 5 回再試行されます。5 秒後（障害/切断後の最初の再試
行）、その 30 秒後、その 30 秒後、その 1 分後、その 2 分後。
 false：TelePresence Server はコールの再接続を試行しません。これはデフォ
ルトです。

alwaysReconnect

boolean

参加者が開始したすべての切断シナリオで、TelePresence Server がこの参加
者への再接続を試行するかどうかを定義します。TelePresence Server が開始
する切断には適用されません。
 true：TelePresence Server は参加者による故意の切断後もこのエンドポイン
トへの再接続を常に試みます。Telepresence Server は次の間隔で再接続を
試行します。切断の 5 秒後、その 30 秒後、その 30 秒後、その 1 分後、その
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パラメータ名

タイプ

deferConnect

boolean

説明
2 分後。いずれかの再試行でコールが再接続すると、再試行スケジュールは
自動でリセットされます。
 false：TelePresence Server はこのエンドポイントへの再接続を試行しませ
ん。代わりに autoReconnect の説明に従って再接続します（デフォルト）。
少なくとも別の 1 人の参加者が参加するまで、TelePresence Server がこの参
加者の会議への接続を自動的に延期するかを定義します。
 true：TelePresence Server は少なくとも別の 1 人の参加者が参加すると、事
前設定された参加者を自動的に接続します。
 false：TelePresence Server は会議が開始するとすぐに、事前設定された参
加者を自動的に接続します（デフォルト）。

autoDisconnect

boolean

他の参加者の接続が切断されたときに、コールが自動的に会議から切断される
かを定義します。
 true：他の参加者の接続が切断されたときにコールが自動的に切断されます。
 false：他の参加者の接続が切断されたときにコールは自動的に切断されませ
ん（デフォルト）。

defaultLayoutSingleSc string
reen
defaultLayoutMultiScr string
een
forceDefaultLayout

boolean

single、activePresence、equal、または prominent のいずれかです。こ
れは、単一画面のエンドポイントの場合に、参加者のエンドポイントに表示される
レイアウトを定義します。このパラメータは、参加者が複数画面のエンドポイントを
使用している場合は無視されます。
single または activePresence のいずれかです。これは、複数画面のエンド
ポイントの場合に、参加者のエンドポイントに表示されるレイアウトを定義します。
このパラメータは、参加者が単一画面のエンドポイントを使用している場合は無視
されます。
参加者に送信されるレイアウトとしてエンドポイント タイプのデフォルトを強制す
るのか、ユーザがレイアウトを変更できるのかを定義します。
 true：レイアウトはユーザのエンドポイント タイプのデフォルトになります（値は
defaultLayoutSingleScreen または
defaultLayoutMultiScreen）。ユーザはレイアウトを変更できません。
 false：レイアウトは強制されません。エンドポイントが対応している場合、ユー
ザはレイアウトを変更できます。

automaticGainControl boolean
allowStarSixMuting

boolean

オートゲイン コントロール（AGC）が有効かどうかを定義します。指定しない場合
は、会議のデフォルトが使用されます。
参加者が *6 を押すことによって、音声をミュートできるかどうかを定義します。
true にすると、参加者は *6 の組み合わせを使用してミュート/ミュート解除でき
ます。
指定されていない場合は、TelePresence Server のデフォルト値が参加者に使
用されます。TelePresence Server のデフォルトが（Web UI から）指定されてい
ない場合、デフォルトは true になります。

表 185：conference.invite の戻りデータ
パラメータ名
participantList

タイプ
説明
構造体の配列 参加者の配列。配列の各メンバーは、TelePresence Server の参加者を表す構造
体です。
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participantList 配列

返される participantList は正常に招待された参加者の配列です。この配列のメンバー構造体は
conference.status のコールによって participantList で返される構造体とは異なることに注意してく
ださい。
表 186：participantList 配列構造体メンバー
パラメータ名
participantGUID
participantID

タイプ
string
整数

説明
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の固有 ID。
このパラメータは非推奨ですが、TelePresence Server は、短期的にアプリケーションの
互換性を保証するために、このパラメータを返します。代わりに代替のパラメータを使用す
ること推奨します。

address

string

参加者のアドレス。
これらのアドレスは、participants 配列に指定したアドレスであり、比較しやすくする
ことが目的です。

groupAddressList 文字列 配列の各メンバーは、グループ メンバーの 1 つのアドレスです。この配列は、エンドポイ
の配列 ント グループの場合のみ返されます。つまり、conference.invite の participants 配
列の参加者の address がアドレスのカンマ区切りリストに設定されている場合です。
各エンドポイントのアドレスのインデックス位置は address パラメータで指定するカンマ
区切りリスト内の位置に対応します。

conference.senddtmf
指定した会議の一部またはすべての参加者に DTMF シーケンスが送信されます。会議および DTMF 文字列
（50 文字以下）を指定する必要があります。会議を識別するには、conferenceID ではなく
conferenceGUID を使用してください。両方は使用しないでください。
参加者を指定しない場合、シーケンスはすべての参加者に送信されます。そうでない場合は、文字列を受信す
る参加者または文字列を受信しない参加者を指定できます。
DTMF を受信する参加者を指定するには participantID の代わりに participantGUID を使用し、両方
は使用しないでください。または、DTMF を受信しない参加者を指定する場合は、omitID の代わりに
omitGUID を使用し、両方は使用しないでください。
表 187：conference.senddtmf の入力
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
必須。会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
dtmf

文字列
（127）

必須。接続後に送信される DTMF 文字列。シーケンスは、指定した会議の 1 人、すべて、
または 1 人を除くすべての参加者に送信できます。
DTMF 文字列パラメータを取るコマンドでは文字列に非 DTMF ASCII 文字を使用できます
が、TelePresence Server はそれらの文字を無視します。最後まで文字列を処理し、
*#0123456789ABCD のセット内の文字のトーンのみを送信し、カンマごとに 2 秒ずつトー
ン シーケンスを一時停止します。
TelePresence Server は、文字列に非 ASCII 文字が含まれる場合、エラーを返します。
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パラメータ名
タイプ
participantGUID string

説明
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
このパラメータを指定すると、DTMF 文字列はこの参加者だけに送信されます。

participantID

整数

TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の固有 ID。

非推奨。代わりに、participantGUID を使用します。
omitGUID

string

参加者の GUID。参加者が dtmf で指定された DTMF 文字列を受信できなくなります。
このパラメータを指定すると、DTMF 文字列はこの参加者を除くすべての参加者に送信さ
れます。このコマンドに participantGUID が含まれている場合、omitGUID は無視さ
れます。

omitID

整数
非推奨。代わりに、omitGUID を使用します。
participantID。この参加者が dtmf で指定された DTMF 文字列を受信できなくなります。

conference.sendmessage
指定した会議のすべての参加者にメッセージを送信します。会議およびメッセージを指定する必要があります。
会議を識別するには、conferenceID ではなく conferenceGUID を使用してください。両方は使用しないで
ください。
参加者を選択すると、メッセージはその参加者だけに送信されます。参加者を識別するには、
participantID の代わりに participantGUID を使用し、両方は使用しないでください。
表 188：conference.sendmessage の入力
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
必須。会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
message

文字列
（500）
participantGUID string
participantID
整数

必須。会議に送信するメッセージ。
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の固有 ID。

非推奨。代わりに、participantGUID を使用します。
position

整数

メッセージを表示するレイアウト上の場所を定義します。
 1、2、または 3：メッセージは、それぞれ、レイアウトの上部付近に、左揃え、中央揃え、
または右揃えで表示されます。
 4、5（デフォルト）、または 6：メッセージは、それぞれ、レイアウトの中央に、左揃え、中央
揃え、または右揃えで表示されます。
 7、8、または 9：メッセージは、それぞれ、レイアウトの下部付近に、左揃え、中央揃え、
または右揃えで表示されます。
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パラメータ名
duration

タイプ
整数
（>0）

説明
メッセージが参加者に表示される期間（秒単位）。TelePresence Server は 0 を受け入れ
ますが、この場合の動作は定義されていません。
デフォルトは 30 です。

conference.sendwarning
指定した会議のすべての参加者に「会議は間もなく終了する」という警告を送信します。
会議を識別するには、conferenceID ではなく conferenceGUID を使用してください。両方は使用しないで
ください。
表 189：conference.sendwarning の入力
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
必須。会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
secondsRemaining 整数

会議が終了するまでの現時点からの時間（秒単位）。
この値は、会議が終了しようとしていることを CTS エンドポイント（XCCP を使用）に通知す
る場合に使用されます。

conference.set
指定した会議の設定を編集します。
会議を識別するには、conferenceID ではなく conferenceGUID を使用してください。両方は使用しないで
ください。
表 190：conference.set の入力
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
必須。会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
numericID

文字列（80） H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラに登録するため、および会議
にダイヤルインするために使用されます。

registerWithGatekeeper

boolean

registerWithSIPRegistrar boolean

この項目が H.323 ゲートキーパーに numericID を登録するかどうかを定
義します。
この項目が SIP レジストラに numericID を登録するかどうかを定義します。
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パラメータ名
roundTableEnable

タイプ
boolean

説明
会議が円卓モードかどうかを定義します。

非推奨。代わりに、OneTableMode を使用します。
roundTableEnable と OneTableMode の両方を指定した場合、
TelePresence Server ではエラーを返すことなく OneTableMode を使用
します。
oneTableMode

整数

1 卓モードを設定するには、roundTableEnable の代わりに
oneTableMode を使用し、両方は使用しないでください。
 0：OneTableMode オフ
 1：4 人 OneTableMode

h239ContributionEnabled

boolean

locked

boolean

会議がコンテンツの寄与を許可するかどうかを定義します。このパラメータ
は、H.239 に限定されず、サポートされるコンテンツ プロトコルを介して、コン
テンツを寄与できるかどうかを制御します。
会議をロックするかどうかを定義します。
エンドポイントはロックされた会議に参加できませんが、会議はエンドポイン
トを招待できます。
 true：会議はロックされます。
 false：会議はロックされません。

lockDuration

整数

duration

整数

audioPortLimitSet

boolean

audioPortLimit
videoPortLimitSet

videoPortLimit
useLobbyScreen
lobbyMessage

現在から会議のロックが期限切れになるまでの期間（秒単位）。locked が
true である必要があります。そうでない場合は、無視されます。
会議が終了され削除されるまでの期間（秒単位）。
このパラメータは、persistent が true の場合は許可されません。
負の値を渡すと、以前に設定された duration をクリアできます。

audioPortLimit が適用されるかどうかを定義します。

audioPortLimitSet を true に設定してある場合は audioPortLimit
を指定する必要があります。これを false に設定すると、コールは既存の
audioPortLimit をクリアします。
 true：audioPortLimit の値に音声ポートの数を制限します。
 false：指定されている場合 audioPortLimit は無視されます。

整数
boolean

この会議で許容できる音声ポート数の上限。
videoPortLimit が適用されているかどうかを定義します。

videoPortLimitSet を true に設定してある場合は videoPortLimit
を指定する必要があります。これを false に設定すると、コールは既存の
videoPortLimit をクリアします。
 true：videoPortLimit の値にビデオ ポートの数を制限します。
 false：指定されている場合 videoPortLimit は無視されます。

useWarning

整数
boolean
文字列
（500）
boolean

automaticGainControl

boolean

この会議で許容できるビデオ ポート数の上限。
会議がロビー画面を表示するかどうかを定義します。
ロビー画面メッセージ。
会議が「This conference is about to end」（この会議はもうすぐ終了します）
警告を送信するかどうかを定義します。
オートゲイン コントロール（AGC）が有効かどうかを定義します。指定しない
場合は、会議のデフォルトが使用されます。
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パラメータ名
encryptionRequired

タイプ
boolean

説明
この会議に暗号化が必要かどうかを定義します。
 true：暗号化が必要です。
 false：暗号化はオプションです（デフォルト）。

pin

文字列
（40）

この会議の PIN。会議に関連付けられている場合は、その会議にアクセス
するために入力する必要のある数字の文字列です。

注：PIN は着信コールの場合のみ有効です。発信コールでは、入力する必要
はありません。このため、会議 PIN は、会議が数値 ID を保持している場合
のみ設定できます。数値 ID なしで PIN を設定しようとするとエラーが返され
ます。また、会議の数値 ID をクリアすると、会議 PIN もクリアされます。

conference.status
指定した会議と参加者の現在のステータスがレポートされます。会議を識別するには、conferenceID ではなく
conferenceGUID を使用してください。両方は使用しないでください。
表 191：conference.status の入力
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
必須。会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
enumerateID

string

列挙コールは多数の結果を返すことがあるため、このパラメータを応答に含めることができ
ます。
応答に enumerateID が含まれる場合、アプリケーションは、次の結果セットを取得するた
めに ID を後続の列挙コールに渡す必要があります。応答に enumerateID が含まれてい
ない場合、列挙にはそれ以上の結果はありません。
アプリケーションが enumerateID を省略すると、TelePresence Server は新しい列挙を開
始し、最初の結果セットを返します。

表 192：conference.status の戻りデータ
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。
このパラメータは非推奨ですが、TelePresence Server は、短期的にアプリ
ケーションの互換性を保証するために、このパラメータを返します。代わりに
代替のパラメータを使用すること推奨します。

enumerateID

string

単一の応答で返せない、多くのデータがある場合にだけ返されます。
応答に enumerateID が含まれる場合、アプリケーションは、次の結果セットを取
得するために ID を後続の列挙コールに渡す必要があります。応答に
enumerateID が含まれていない場合、列挙にはそれ以上の結果はありません。
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パラメータ名

タイプ

説明
アプリケーションが enumerateID を省略すると、ターゲット デバイスは新し
い列挙を開始し、最初の結果セットを返します。

active

boolean

 true：会議は現在アクティブです
 false：会議は現在非アクティブです
次の条件のいずれかに当てはまる場合、会議はアクティブであるとレポート
されます。

persistent

boolean

 会議に 1 人以上の参加者がいる
 会議に H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラに登録されている数
値 ID がある
数値 ID があるだけでは、会議をアクティブとみなすには不十分です。登
録が無効な場合、数値 ID のある会議は、少なくとも 1 人の参加者がいな
いかぎり非アクティブと見なされます。
すべての参加者が退室後に会議が存続するかどうかを定義します。永続的
な会議はコンフィギュレーション ファイルに保存されるため、デバイスを再起
動しても存続します。
 true：会議は、参加者の退室に関係なく、それが明示的に削除されるまで
存続します。
 false：会議は、すべての参加者が退室後 30 秒が経過するか、
duration が期限切れ（設定されている場合）になると削除されます。

duration

整数

locked

boolean

会議が終了され削除されるまでの期間（秒単位）。
このパラメータは、persistent が true の場合は許可されません。
会議をロックするかどうかを定義します。
エンドポイントはロックされた会議に参加できませんが、会議はエンドポイン
トを招待できます。
 true：会議はロックされます。
 false：会議はロックされません。

lockDuration

整数

roundTableEnable

boolean

現在から会議のロックが期限切れになるまでの期間（秒単位）。locked が
true である必要があります。そうでない場合は、無視されます。
会議が円卓モードかどうかを定義します。

非推奨。代わりに、OneTableMode を使用します。
このパラメータは非推奨ですが、TelePresence Server は、短期的にアプリ
ケーションの互換性を保証するために、このパラメータを返します。代わりに
代替のパラメータを使用すること推奨します。
oneTableMode

整数

 0：OneTableMode オフ
 1：4 人 OneTableMode

h239ContributionID

整数

portsVideoFree

整数

H.239 コンテンツを配信するエンドポイントの participantID。H.239 配
信がない場合はゼロです。
現在未使用のビデオ ポートの数。会議が非アクティブの場合はゼロです。

整数

現在未使用の音声ポートの数。会議が非アクティブの場合はゼロです。

整数

現在未使用のコンテンツ ポートの数。会議が非アクティブの場合はゼロです。

文字列
（80）

H.323 ゲートキーパーまたは SIP レジストラに登録するため、および会議に
ダイヤルインするために使用されます。

portsAudioFree

portsContentFree
numericID

パラメータが設定されていない場合、これは空の文字列です。
pin

文字列

この会議の PIN。会議に関連付けられている場合は、その会議にアクセス
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パラメータ名

タイプ
（40）

説明
するために入力する必要のある数字の文字列です。

注：PIN は着信コールの場合のみ有効です。発信コールでは、入力する必
要はありません。このため、会議 PIN は、会議が数値 ID を保持している場
合のみ設定できます。数値 ID なしで PIN を設定しようとすると、エラーが返
されます。また、会議の数値 ID をクリアすると、会議 PIN もクリアされます。
registerWithGatekeeper

boolean

registerWithSIPRegistrar boolean
recording
boolean
audioPortLimitSet

boolean

この項目が H.323 ゲートキーパーに numericID を登録するかどうかを定
義します。
この項目が SIP レジストラに numericID を登録するかどうかを定義します。
この会議で conference.invite に指定された録画デバイスに記録する
場合は、true です。
audioPortLimit が適用されるかどうかを定義します。
 true：audioPortLimit の値に音声ポートの数を制限します。
 false：指定されている場合 audioPortLimit は無視されます。

audioPortLimit

整数

videoPortLimitSet

boolean

この会議で許容できる音声ポート数の上限。
返される値が 0 であっても、音声ポートは 0 に制限されていないことがあり
ます。これは、audioPortLimitSet が true でない場合です。

videoPortLimit が適用されているかどうかを定義します。

 true：videoPortLimit の値にビデオ ポートの数を制限します。
 false：指定されている場合 videoPortLimit は無視されます。

videoPortLimit

整数

automaticGainControl

boolean

encryptionRequired

boolean

この会議で許容できるビデオ ポート数の上限。
返される値が 0 であっても、ビデオ ポートは 0 に制限されていないことがあ
ります。これは、videoPortLimitSet が true でない場合です。
オートゲイン コントロール（AGC）が有効かどうかを定義します。指定しない場
合は、会議のデフォルトが使用されます。
この会議に暗号化が必要かどうかを定義します。
 true：暗号化が必要です。
 false：暗号化はオプションです（デフォルト）。

participantList

構造体の 参加者の配列。配列の各メンバーは、TelePresence Server の参加者を表
配列
す構造体です。

participantList 配列

返される participantList は会議の現在および以前の参加者の配列です。この配列のメンバー構造体に
は conference.invite のコールによって participantList で返される構造体とは異なるパラメータの
セットが含まれています。
この配列には、TelePresence Server のグローバルな最大である 208 個までの現在および以前のすべての参
加者が含まれています。ただし、API によって削除されるか、UI からクリアされた、以前の参加者は含まれませ
ん。現在の参加者がいない場合で、以前のすべての参加者がクリアされた場合は、空の配列が返されます。
表 193：participantList 配列構造体メンバー
パラメータ名
participantGUID
participantID

タイプ
string
整数

説明
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の固有 ID。
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パラメータ名

タイプ

説明
このパラメータは非推奨ですが、TelePresence Server は、短期的にアプリケーショ
ンの互換性を保証するために、このパラメータを返します。代わりに代替のパラメー
タを使用すること推奨します。

callState

整数

TelePresence Server とこの参加者間のコールの状態。






endpointType

0：未接続
1：コール イン中（会議に未参加）
2：コール インし、参加中
3：コール アウト中（会議に未参加）
4：コール アウトし、参加中

整数
非推奨：代わりに endpointCategory を使用します。
このパラメータは非推奨ですが、TelePresence Server は、短期的にアプリケーショ
ンの互換性を保証するために、このパラメータを返します。代わりに代替のパラメー
タを使用すること推奨します。





1：通常のエンドポイント
3：グループ化されたエンドポイント
4：T3
5：Cisco CTS またはその他の TIP 対応エンドポイント
normal：通常のエンドポイント
group：グループ化されたエンドポイント
t3：T3
cts：Cisco CTS またはその他の TIP 対応エンドポイント

endpointCategory

string






callStartMute

boolean

master

boolean

コール セットアップ中にこのエンドポイントに黒い画面のビデオが送信される場合は
true です。
 true：このエンドポイントが会議のマスターです。
 false：（省略した場合のデフォルト）このエンドポイントは会議のマスターではあり
ません。

callType

string

 audio：音声のみの参加者
 video：ビデオ参加者

callProtocol

string

 sip：このコールは SIP プロトコルを使用します。
 h323：このコールは、H.323 プロトコルを使用します。

disconnectReason

string

エンドポイントが切断した理由。接続が切断された参加者の場合のみ返されます。















unspecified：指定されていないエラー
localTeardown：管理者による要求
noAnswer：応答なし
rejected：コールを拒否
busy：話し中
gatekeeperError：ゲートキーパーのエラー
remoteTeardown：会議を退室
timeout：コールがタイムアウト
protocolError：プロトコル エラー
unreachable：エンドポイントが到達不能
networkError：ネットワーク エラー
capabilityNegotiationError：機能ネゴシエーション エラー
dnsFailure：DNS の障害
noMediaReceived：エンドポイントが 30 秒間を越えて予期せずにメディアを送信
しなかったため、TelePresence Server がコールを切断
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パラメータ名
rxPreviewURL

タイプ
string

txPreviewURL

string

説明
この参加者から受信したビデオの JPEG スナップショットを取得する URL。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。
この参加者に送信されたビデオの JPEG スナップショットを取得する URL。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。

callDuration

整数

コールの長さ（秒単位）。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。

callDirection

string

アクティブな参加者の場合のみ返されます。
このパラメータは、callState が 0（未接続）の場合はありません。
 incoming：参加者は、TelePresence Server にコール イン
 outgoing：参加者は、TelePresence Server にコール アウト

callBandwidth

整数

micMute

boolean

TelePresence Server からこの参加者にネゴシエーションされる Tx（送信）帯域幅
（Kbps 単位）。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。
遠端マイクがミュートの場合は true です。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。

recordingDevice

boolean

 true：エンドポイントは、録画デバイスとして扱われます。これはレイアウトで目立
たず、他の参加者は赤いドットによってこのエンドポイントのプレゼンスを適宜認
識できます。
 false：（省略した場合のデフォルト）エンドポイントは通常のエンドポイントです。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。

txAudioMute

boolean

TelePresence Server がこのエンドポイントに送信される音声信号をミュートするか
どうかを定義します。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。

rxAudioMute

boolean

txVideoMute

boolean

TelePresence Server がこのエンドポイントから受信する音声信号をミュートするか
どうかを定義します。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。
TelePresence Server がこのエンドポイントに送信されるビデオ信号をミュートする
かどうかを定義します。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。

rxVideoMute

boolean

TelePresence Server がこのエンドポイントから受信するビデオ信号をミュートする
かどうかを定義します。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。

isImportant

boolean

参加者が重要（つまり、ビデオを編集するときに、この参加者が送信したビデオを他
より優先する）かどうかを定義します。
 true：この参加者は重要です。
 false：（省略した場合のデフォルト）この参加者のビデオを他の参加者のビデオよ
りも優先しません。
アクティブな参加者の場合のみ返されます。
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パラメータ名
groupAddressList

タイプ
説明
文字列の 配列の各メンバーは、グループ メンバーの 1 つのアドレスです。この配列は、エンド
配列
ポイント グループの場合のみ返されます。つまり、conference.invite の
participants 配列の参加者の address がアドレスのカンマ区切りリストに設
定されている場合です。
各エンドポイントのアドレスのインデックス位置は address パラメータで指定するカ
ンマ区切りリスト内の位置に対応します。

groupCallStateList 整数の
配列

この配列は、エンドポイント グループの場合のみ返されます。配列の各メンバーは、
グループ メンバーの 1 人と TelePresence Server 間のコールの状態を表す整数
です。エンドポイントのコール状態整数のインデックス位置は、
groupAddressList に格納されたエンドポイント アドレスのインデックス位置に
対応します。






groupAudioIndex

整数

0：未接続
1：コール イン中（会議に未参加）
2：コール インし、参加中
3：コール アウト中（会議に未参加）
4：コール アウトし、参加中

このパラメータは、エンドポイント グループの場合のみ返されます。これは、会議の
音声チャネルを受信すると指定されているグループのエンドポイントのインデックス
です。これは groupAddressList で返されるエントリに対応するゼロ ベースのイ
ンデックスです。
 0：（デフォルト）アドレスが groupAddressList の先頭にあるエンドポイントが音
声受信用に指定されます。
 n-1：（最大）アドレスが groupAddressList の最後にあるエンドポイントが音声
受信用に指定されます。

groupContentIndex

整数

このパラメータは、エンドポイント グループの場合のみ返されます。これは、会議のコ
ンテンツ チャネルを受信すると指定されているグループのエンドポイントのインデック
スです。これは groupAddressList で返されるエントリに対応するゼロ ベースの
インデックスです。
 0：（デフォルト）アドレスが groupAddressList の先頭にあるエンドポイントがコン
テンツ受信用に指定されます。
 n-1：（最大）アドレスが groupAddressList の最後にあるエンドポイントがコンテ
ンツ受信用に指定されます。

conference.uninvite
指定された会議から参加者を削除します。このコールには、会議識別パラメータ 1 個と参加者リスト パラメータ
1 個が必要です。
TelePresence Server で他の指定参加者の会議からの削除に成功した場合であっても、指定参加者を検出で
きない場合、コールはエラーを返します。
会議を識別するには、conferenceID ではなく conferenceGUID を使用してください。両方は使用しないで
ください。
会議から削除する参加者を識別するには、次のいずれかのみを使用します。participantListGUID、
participantList、または participantListID。
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表 194：conference.uninvite の入力
パラメータ名
conferenceGUID
conferenceID

タイプ
string
整数

説明
必須。会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。conferenceGUID を省略する場合必須です。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
participantListGUID string
participantList

string

必須。この会議から削除する参加者を識別する participantGUID のカンマ区切
りリストです。たとえば、C8200C3F-49CE-4763-98E0-790B4F038995,
B1101410-6BB8-487E-9D6F-91E810E80651 などです。
会議から削除する参加者を識別するために使用される、参加者アドレスのカンマ区
切りリストです。
文字列の例：10.2.171.232、10.47.2.246、
h323:numericID@domain.com

participantListID

string

participantListGUID および participantListID を省略する場合必須です。

会議から削除する参加者を識別する participantID のカンマ区切りリストです。
たとえば、1024、1056 などです。
participantListGUID および participantList を省略する場合必須です。

非推奨。代わりに、participantListGUID を使用します。

device.feature.add
TelePresence Server にライセンスまたは機能を追加します。このコマンドを実行する前に、シスコまたはいず
れかのリセラーからキーを取得する必要があります。
表 195：device.feature.add の入力
パラメータ名
key

タイプ
string

説明
必須。TelePresence Server に会議機能またはオプション機能を追加する場合、この固有コードを
使用します。

device.feature.remove
TelePresence Server からライセンスまたは機能を削除します。TelePresence Server からキーを読み取るに
は device.query を使用します。
表 196：device.feature.remove の入力
パラメータ名
key

タイプ
string

説明
必須。TelePresence Server から削除するオプション機能またはライセンスに関連付けられた固
有コード。
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device.query
デバイスに関する包括的なステータス情報を戻します。このコマンドは、入力パラメータを取りません。
表 197：device.query の戻りデータ
パラメータ名
currentTime

タイプ
説明
dateTime.iso8601 システムの現在の日時。

restartTime

dateTime.iso8601 システムの起動時の日時。

uptime

整数

システムの現在時刻とシステムの再起動時刻との差（秒単位）。

string

このデバイスのシリアル番号。

string

activatedFeatures

この TelePresence Server によって実装される API のバージョン番号。

構造体の配列

配列の各メンバーは、アクティブな機能を表す構造体です。「表 198：ア
クティブ機能構造体のメンバー（p.150）」を参照してください。

activatedLicenses

構造体の配列

配列の各メンバーは、アクティブなライセンスを表す構造体です。「表 199：
アクティブ ライセンス構造体のメンバー（p.150）」を参照してください。

shutdownStatus

string

次のいずれかが表示されます：notShutdown、
shutdownInProgress、shutdown、または error。

serial

apiVersion

mediaResourceRestarts 整数
portsVideoTotal

デバイスのメディア リソース（信号プロセッサ チップ）で発生した予期し
ない再起動の回数。
この TelePresence Server でスクリーン ライセンスによって有効化され
ているビデオ ポートの合計数。スクリーン ライセンスが 10 個ある場合、
videoPortsTotal の値は、装置が FullHD モードの場合は 10、HD
モードの場合は 20 になります。

整数

装置がクラスタのマスターの場合、portsVideoTotal は、クラスタ
全体に適用されるスクリーン ライセンスによって有効化されているビデ
オ ポートの合計数をレポートします。
portsAudioTotal

この TelePresence Server でスクリーン ライセンスによって有効化さ
れている音声専用ポートの合計数。

整数

装置がクラスタのマスターの場合、portsAudioTotal は、クラスタ
全体に適用されるスクリーン ライセンスによって有効化されている音声
専用ポートの合計数をレポートします。

表 198：アクティブ機能構造体のメンバー
パラメータ名
feature
key
expiry

タイプ
string
string
dateTime.iso8601

説明
機能の名前。Encryption など。
機能に関連付けられた固有のコード。
この一時キーが期限切れになる時間。expiry は、永続キーには存在しません。

表 199：アクティブなライセンス構造体のメンバ
パラメータ名
license
ports
key
expiry

タイプ
string
整数
string
dateTime.iso8601

説明
ライセンスの名前。
このライセンスによって提供されるスクリーン ライセンスの数。
ライセンスに関連付けられた固有のコード。
この一時キーが期限切れになる時間。expiry は、永続キーには存在しません。
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device.network.modify
このコールは、TelePresence Server ポートの構成時の設定を変更します。
表 200：device.network.modify の入力
パラメータ名
portA
dns

タイプ
構造体

説明
オプション。構造体には、デバイスのイーサネット ポート A の設定とステータスの情報が含まれま
す。表 201：ポート構造体のメンバー（p.151）を参照してください。

構造体
の配列

オプション。配列の各メンバーは、デバイスの一連の DNS パラメータを表す構造体です。表202：
DNS 構造体のメンバー（P151）を参照してください。

表 201：ポート構造体のメンバ
パラメータ名
ipv4Enabled

タイプ
boolean

説明
IPv4 インターフェイスが有効な場合は、True です。

dhcpv4

boolean

DHCP を使用して IPv4 アドレスの詳細を設定する場合は、True です。「True」の場
合、この API のスタティック IPv4 の詳細は設定できますが、適用されません。

ipv4Address

string

ドット区切りの 4 つの数字列形式の IPv4 アドレス。

string

ドット区切りの4つの数字列形式の IPv4 サブネット マスク。

ipv4SubnetMask

defaultIpv4Gateway string

ドット区切りの 4 つの数字列形式の IPv4 アドレス。

ipv6Enabled

boolean

IPv6 インターフェイスが有効かどうかを示します。ポートに有効な IP インターフェイ
スがない場合（IPv4 と IPv6 のどちらも有効でない）を除き、常に返されます。

ipv6Address

string

CIDR 形式の IPv6 アドレス。設定されていない場合は、返されません。

string

IPv6 アドレスがどのように割り当てられているかを示します。automatic（IPv6 ア
ドレスが SLAAC/DHCPv6 によって設定されている）または manual（IPv6 アドレス
が手動で設定されている）のいずれかになります。

ipv6Conf

設定されていない場合は、返されません。
ipv6PrefixLength

整数

defaultIpv6Gateway string

IPv6 アドレス プレフィックスの長さ。
CIDR 形式の IPv6 デフォルト ゲートウェイのアドレス。

表 202：DNS 構造体のメンバ
パラメータ名
dnsConfiguration

タイプ
string

説明
TelePresence Server がネーム サーバ アドレスを取得する方法を示します。
portAIPv4、portAIPv6、または manual のいずれかです。manual の場合、
1 つ以上のネーム サーバを入力する必要があります。

hostName
nameServer

string
string

デバイスのホスト名。
ドット区切りの 4 つの数字列形式（IPv4）または CIDR 形式（IPv6）のネーム サーバ
の IP アドレス。

nameServerSecondary string
domainName

string

ドット区切りの 4 つの数字列形式（IPv4）または CIDR 形式（IPv6）のセカンダリ
ネーム サーバの IP アドレス。
デバイスのドメイン名（DNS サフィックス）。
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device.network.query
デバイスにネットワーク情報をクエリします。コールはパラメータを取らず、次のデータ構造体を返します。次に
示すデータの一部は、インターフェイスが有効になっていないか、または設定されていない場合は省略されます。
クエリは、設定されていないアドレスの場合、空の文字列またはハイフンを返します。

注：パケット数およびその他の統計情報は、32 ビット符号付き整数で測定されるため、ラップする場合があります。
表 203：device.network.query の戻りデータ
パラメータ名 タイプ
portA
構造体
dns

説明
構造体には、デバイスのイーサネット ポート A の設定とステータスの情報が含まれます。表 204：
ポート構造体のメンバー（p.152）を参照してください。

構造体の 配列の各メンバーは、クエリしたデバイスの一連の DNS パラメータを表す構造体です。表205：
配列
DNS 構造体のメンバー（P153）を参照してください。

表 204：ポート構造体のメンバ
パラメータ名
enabled

タイプ
boolean

説明
ポートが有効かどうかを示します。

ipv4Enabled

boolean

IPv4 インターフェイスが有効かどうかを示します。ポートに有効な IP イン
ターフェイスがない場合（IPv4 と IPv6 のどちらも有効でない）を除き、常
に返されます。

ipv6Enabled

boolean

IPv6 インターフェイスが有効かどうかを示します。ポートに有効な IP イン
ターフェイスがない場合（IPv4 と IPv6 のどちらも有効でない）を除き、常
に返されます。

linkStatus

boolean

このポートへのイーサネット接続がアクティブかどうかを示します。

speed

整数

このイーサネット ポートの接続の速度。10、100、または 1000（Mbps 単
位）のいずれかになります。

fullDuplex

boolean

ポートが全二重接続をサポートできるかどうかを示します。

macAddress

string

このポートの MAC アドレス。区切り文字なしの 16 進数の 12 文字の文
字列。

packetsSent

整数

このイーサネット ポートから送信されたパケットの数。

整数

このイーサネット ポートで受信したパケットの数。

整数

このイーサネット ポートから送信されたマルチキャスト パケットの数。

整数

このイーサネット ポートで受信したマルチキャスト パケットの数。

整数

デバイスによって送信されたバイト数。

整数

デバイスによって受信されたバイト数。

整数

このネットワーク ポートのキューからドロップされたパケット数。

整数

デバイスによって記録されたネットワーク コリジョンの数。

整数

このイーサネット ポートの伝送エラーの数。

整数

このポートの受信エラーの数。

string

整数ではなく文字列として表される bytesSent 統計情報の 64 ビット

packetsReceived

multicastPacketsSent

multicastPacketsReceived
bytesSent

bytesReceived
queueDrops
collisions

transmitErrors
receiveErrors
bytesSent64
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パラメータ名

タイプ

説明
バージョン。

bytesReceived64

string

整数ではなく文字列として表される bytesReceived 統計情報の 64
ビット バージョン。

dhcpv4

boolean

IPv4 アドレスが DHCP によって割り当てられるかどうかを示します。設定
されていない場合は、返されません。

ipv4Address

string

ドット区切りの 4 つの数字列形式の IPv4 アドレス。設定されていない場
合は、返されません。

ipv4SubnetMask

string

ドット区切りの4つの数字列形式の IPv4 サブネット マスク。設定されてい
ない場合は、返されません。

defaultipv4Gateway

string

ドット区切りの 4 つの数字列形式の IPv4 アドレス。設定されていない場
合は、返されません。

ipv6Address

string

CIDR 形式の IPv6 アドレス。設定されていない場合は、返されません。

string

IPv6 アドレスがどのように割り当てられているかを示します。automatic
（IPv6 アドレスが SLAAC/DHCPv6 によって設定されている）または
manual（IPv6 アドレスが手動で設定されている）のいずれかになります。

ipv6Conf

設定されていない場合は、返されません。
ipv6PrefixLength

整数

IPv6 アドレス プレフィックスの長さ。設定されていない場合は、返され
ません。

defaultIpv6Gateway

string

CIDR 形式の IPv6 デフォルト ゲートウェイのアドレス。設定されていない
場合は、返されません。

linkLocalIpv6Address

string

CIDR 形式のリンク ローカル IPv6 アドレス。設定されていない場合は、返
されません。

linkLocalIpv6PrefixLength 整数

リンク ローカル IPv6 アドレス プレフィックスの長さ。設定されていない場
合は、返されません。

表 205：DNS 構造体のメンバー
パラメータ名
dnsConfiguration

タイプ
string

hostName
nameServer

string
string

nameServerSecondary string
domainName

string

説明
TelePresence Server がネーム サーバ アドレスを取得する方法を示します。
portAIPv4、portAIPv6、または manual のいずれかです。
クエリされたデバイスのホスト名。
ドット区切りの 4 つの数字列形式（IPv4）または CIDR 形式（IPv6）のネーム サーバ
の IP アドレス。
ドット区切りの 4 つの数字列形式（IPv4）または CIDR 形式（IPv6）のセカンダリ ネー
ム サーバの IP アドレス。
クエリされたデバイスのドメイン名（DNS サフィックス）。
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device.health.query
ヘルス モニタや CPU 負荷など、デバイスの現在のステータスを返します。このコマンドは、入力パラメータを取
りません。
表 206：device.health.query の戻りデータ
パラメータ名
cpuLoad

タイプ
整数

説明
最大値に対するパーセンテージで表された CPU 負荷。

fanStatus

string

ok または outOfSpec。このパラメータは、独自のファンがあるアプライアンス
（Media 310 または TelePresence Server 7010 など）でのみ返されます。この
パラメータは、TelePresence Server ブレードについては返されません。

fanStatusWorst

string

再起動してからこのデバイスで記録された最低のファン ステータス。ok または
outOfSpec のいずれかになります。
このパラメータは、独自のファンがあるアプライアンス（Media 310 または
TelePresence Server 7010 など）でのみ返されます。このパラメータは、
TelePresence Server ブレードについては返されません。

temperatureStatus

string

temperatureStatusWorst string
rtcBatteryStatus

string

rtcBatteryStatusWorst

string

voltagesStatus

string

voltagesStatusWorst

string

operationalStatus

string

ok（現在の温度が正常動作範囲内）、outOfSpec（現在の温度が正常動作範囲
外）、または critical（温度が高すぎるか、この条件が続くとデバイスがシャッ
トダウンする）のいずれかになります。
起動されてからこのデバイスで記録された最低の温度ステータス。ok、
outOfSpec、または critical のいずれかになります。
RTC バッテリ（リアルタイム クロック）の現在のステータス。ok、outOfSpec、ま
たは critical のいずれかになります。
起動されてからこのデバイスで記録された RTC バッテリ（リアルタイム クロック）の
最低のステータス。ok、outOfSpec、または critical のいずれかになります。

ok（現在の電圧が正常範囲内）、outOfSpec（現在の電圧が正常範囲外）、また
は critical のいずれかになります。
起動されてからこのデバイスで記録された最低の電圧ステータス。ok、
outOfSpec、または critical のいずれかになります。

active（デバイスがアクティブである）、shuttingDown（デバイスがシャットダ
ウンされている）、shutDown（デバイスがシャットダウンされた）、または
unknown のいずれかになります。

device.restartlog.query
再起動のログ（Web インターフェイスではシステム ログとも呼ばれる）を返します。このコマンドは、入力パラメー
タを取りません。
表 207：device.restartlog.query の戻りデータ
パラメータ名
log

タイプ
構造体の
配列

説明
配列の各メンバーは、再起動の reason を含む構造体です。表 208：ログ構造体のメン
バー（p.155）を参照してください。
この情報源は、Web インターフェイスでは「システム ログ」と呼ばれています。
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表 208：ログ構造体のメンバ
パラメータ名
time
reason

タイプ
dateTime.iso8601

説明
再起動の日時。

string

デバイスが再起動した理由。表 209：再起動の reason、列挙型（p.155）を参照して
ください。

表 209：再起動 reason 列挙型

reason の値
ユーザがシャットダウンを要求しました。
ユーザが Web インターフェイスからリブートを
要求しました。
ユーザがアップグレードを要求しました。
ユーザがコンソールからリブートを要求し
ました。
ユーザが API からリブートを要求しました。

説明
ユーザがシャットダウンを開始した後、デバイスは正常に再起動しました。
ユーザが Web インターフェイスを介してリブートを開始したため、デバイスは
自身を再起動しました。
ユーザがアップグレードを開始したため、デバイスは自身を再起動しました。
ユーザがコンソールを介してリブートを開始したため、デバイスは自身を再起
動しました。
ユーザが API を介してリブートを開始したため、デバイスは自身を再起動し
ました。
ユーザが FTP からリブートを要求しました。
ユーザが FTP を介してリブートを開始したため、デバイスは自身を再起動し
ました。
ユーザがスーパーバイザからシャットダウンを ユーザがスーパーバイザからシャットダウンを開始した後、デバイスは正常に
要求しました。
再起動しました。
ユーザがスーパーバイザからリブートを要求し ユーザがスーパーバイザを介してリブートを開始したため、デバイスは自身を
ました。
再起動しました。
ユーザが設定をリセットしました。
ユーザが設定をリセットしたため、デバイスは自身を再起動しました。
コールド ブート
ユーザがコールド ブートを開始したため、デバイスは自身を再起動しました。
unknown
ソフトウェアは、デバイスが再起動した理由を把握していません。

device.restart
デバイスを再起動するか、または再起動せずにシャットダウンします。このコマンドはパラメータを返しません。
表 210：device.restart の入力パラメータ
パラメータ名
タイプ
shutdownOnly boolean

説明
（オプション）再起動せずにシャットダウンするには、true に設定します。デフォルト：false。

device.time.modify
デバイスの時間設定を変更します。
表 211：device.time.modify の入力
パラメータ名
currentTime
ntpEnabled

タイプ
dateTime.iso8601

説明
現在の時間（UTC）。NTP が有効な場合は、変更できません。

boolean

NTP を有効にするには、True に設定します。有効にする場合は、ntpHost
を指定する必要があります。
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パラメータ名
utcOffsetHours

タイプ
整数

説明
-12 ～ +14 の範囲の整数が含まれます。utcOffsetMinutes を一緒に使
用して、UTC へのオフセットを指定します。
0 ～ 59 の範囲の整数が含まれます。utcOffsetHours を一緒に使用し
て、UTC へのオフセットを指定します。
NTP サーバの DNS または IP アドレス。

utcOffsetMinutes 整数
ntpHost

string

device.time.query
デバイスの現在の時間設定を返します。
表 212：device.time.query の戻りデータ
パラメータ名
currentTime

ntpEnabled
utcOffsetHours

タイプ
dateTime.iso8601

説明
現在の時間（UTC）。

boolean
整数

NTP が有効な場合は、True に設定します。
-12 ～ +14 の範囲の整数が含まれます。utcOffsetMinutes を一緒に使
用して、UTC へのオフセットを指定します。
0 ～ 59 の範囲の整数が含まれます。utcOffsetHours を一緒に使用して、
UTC へのオフセットを指定します。
NTP サーバの DNS または IP アドレス。

utcOffsetMinutes 整数
ntpHost

ntpStatus

string
string

NTP クライアントの現在のステータス：disabled、synchronizing、
synchronized、または error のいずれかになります。

feedbackReceiver.configure
指定された subscribedEvents に関するフィードバックを指定された receiverURI へ送信するようにデバ
イスを設定します。
表 213：feedbackReceiver.configure の入力
パラメータ名
receiverURI
receiverIndex

タイプ
文字列
（255）

説明
必須。フィードバック イベントの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえ
ば、http://tms1:8080/RPC2）。ポート番号が指定されていない場合、デバイスは
プロトコルのデフォルト（それぞれ、80 と 443）を使用します。

整数
（< 0、
または
1 ～ 20）

このレシーバが使用する必要のあるスロットを示すフィードバック レシーバのインデック
ス。負の値は、フィードバック レシーバが任意の使用可能なスロットを使用することを示
しています（推奨）。デフォルト：1。

注：receiverIndex のデフォルトは 1 で、常に、最初のインデックス位置でフィード
バック レシーバが上書きされます。既存のフィードバック レシーバを上書きしないように
するには、最初にデバイスをクエリするか、または負の値を使用する必要があります。
sourceIdentifier 文字列
（255）
ASCII
文字のみ

レシーバの ID 文字列。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用して、リスニングす
るレシーバに対して自身を識別します。パラメータが明示的に設定されていない場合、
デバイスはイーサネット ポート A のインターフェイスの MAC アドレスを使用して自身を
識別します。デフォルト：空。

Cisco TelePresence Server API 4.2 製品のプログラミング リファレンス ガイド

156/180 ページ

パート 2：スタンドアロン動作モード

パラメータ名
タイプ
subscribedEvents 配列

説明
それぞれが通知イベントの名前を示す文字列の配列。配列は、レシーバがサブスクラ
イブするイベントを定義します。フィードバック イベント（p.）を参照してください。この配
列が存在しない場合、デフォルトでは、レシーバはすべての通知をサブスクライブしま
す。デフォルト：すべてのイベント

表 214：feedbackReceiver.configure の戻りデータ
パラメータ名
receiverIndex

タイプ
整数

説明
デバイスのフィードバック レシーバのテーブル内での、このフィードバック レシーバの位置。

feedbackReceiver.query
以前に、デバイス用に設定されているすべてのフィードバック レシーバのリストを要求します。これは、認証文字
列以外のパラメータを受け入れません。列挙するフィードバック レシーバがない場合、
feedbackReceiver.query は空の receivers 配列を返します。
表 215：feedbackReceiver.query の戻りデータ
パラメータ名
receivers

タイプ
配列

説明
デバイスの Web インターフェイス上のレシーバ テーブルのエントリに対応するメンバーを持つ
フィードバック レシーバの配列。

表 216：フィードバック レシーバ構造体のメンバ
パラメータ名
index

タイプ
整数
（1 ～ 20）

説明
フィードバック レシーバのテーブル内での、このフィードバック レシーバの位置。イン
デックス番号も、フィードバック レシーバ ID です。

sourceIdentifier 文字列
（255）
ASCII
文字のみ

ソース ID 文字列。空の場合もあります。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用
して、リスニングするレシーバに対して自身を識別します。パラメータが明示的に設定
されていない場合、デバイスはイーサネット ポート A のインターフェイスの MAC アド
レスを使用して自身を識別します。

receiverURI

フィードバック イベントの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえば、
http://tms1:8080/RPC2）。

文字列
（255）

feedbackReceiver.reconfigure
ユーザが指定したパラメータで、既存のフィードバック レシーバの設定を上書きします。パラメータが指定されて
いない場合、TelePresence Server は現在の設定を維持します。
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表 217：feedbackReceiver.reconfigure の入力
パラメータ名
receiverIndex
receiverURI
sourceIdentifier

subscribedEvents

タイプ
説明
整数
必須。再設定するフィードバック レシーバのインデックス。指定された
（1 ～ 20） receiverIndex にフィードバック レシーバが存在しない場合、コールはエラーを
返します。
文字列
（255）

フィードバック イベントの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえば、
http://tms1:8080/RPC2）。省略すると、デバイスは本来設定されていた
receiverURI を使用します。

文字列
（255）
ASCII
文字のみ

レシーバの ID 文字列。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用して、リスニング
するレシーバに対して自身を識別します。省略すると、デバイスは本来設定されてい
た sourceIdentifier を使用します。

配列

レシーバがサブスクライブするイベントを識別する文字列の配列。フィードバック イベ
ント（p.21）を参照してください。省略すると、元の設定要求に設定されたイベント通知
は未変更のままになります。

feedbackReceiver.remove
指定されたフィードバック レシーバを削除します。このコマンドは、データを返しません。
表 218：feedbackReceiver.remove の入力
パラメータ名
receiverIndex

タイプ
整数（1 ～ 20）

説明
必須。削除するフィードバック レシーバのインデックス。

feedbackReceiver.status
フィードバック レシーバがサブスクライブするすべてのイベントのリストをデバイスに要求します。
表 219：feedbackReceiver.status の入力
パラメータ名
receiverIndex

タイプ
整数（1 ～ 20）

説明
必須。フィードバック レシーバのインデックス。

表 220：feedbackReceiver.status の戻りデータ
パラメータ名
receiverIndex
sourceIdentifier

receiverURI

タイプ
整数
（1 ～ 20）

説明
フィードバック レシーバ ID としても機能するフィードバック レシーバのエントリの
インデックス。

文字列
（255）
ASCII 文字
のみ

レシーバの ID 文字列。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用して、リスニン
グするレシーバに対して自身を識別します。パラメータが明示的に設定されていな
い場合、デバイスはイーサネット ポート A のインターフェイスの MAC アドレスを使
用して自身を識別します。

文字列
（255）

フィードバック イベントの送信先の完全修飾 http または https URI（たとえば、
http://tms1:8080/RPC2）。

Cisco TelePresence Server API 4.2 製品のプログラミング リファレンス ガイド

158/180 ページ

パート 2：スタンドアロン動作モード

パラメータ名
subscribedEvents

タイプ
配列

説明
このフィードバック レシーバに対応したイベント名を示す文字列の配列。フィードバッ
ク イベント（p.125）を参照してください。

logs.syslog.modify
デバイスの syslog 設定を変更します。含まれていないフィールドは変更されません。
表 221：logs.syslog.modify の入力
パラメータ名
servers

タイプ
配列
address

facilityValue

文字列
（255）
整数

説明
オプション。出力の送信先となる各 syslog サーバの構造体。最大長は 4 です。この配列
は、すべての既存のエントリを置き換えます。
オプション。syslog サーバのアドレス
オプション。syslog プロトコルで定義されているとおり、すべてのホストで使用するファシ
リティ値。範囲は 0 ～ 23 です。

logs.syslog.query
デバイスの現在の syslog 設定を返します。
表 222：logs.syslog.query の戻りデータ
パラメータ名
servers

address

packetsSent
facilityValue

タイプ
配列

説明
送信中の出力の送信先の各 syslog サーバの構造体。最大長は 4 です。

文字列
（255）
整数
整数

syslog サーバのアドレス
サーバに送信されるパケット数
syslog プロトコルで定義されているとおり、すべてのホストで使用されているファ
シリティ値。範囲は 0 ～ 23 です。

participant.diagnostics
このコールは、診断を取得する参加者および返される情報をリッスンしているインターフェイスを指定します。
receiverURI を指定する理由は、コールが非同期であるためです。リッスンしているインターフェイスでデータ
が返される少し前に「操作成功」の結果を受信します（methodName
participantDiagnosticsResponse による XML-RPC methodCall）。
TelePresence Server が処理可能なこのタイプの同時非同期要求は最大 10 であるため、保留中の要求数が
この制限を超えた場合は、このコマンドは障害コード 203 で失敗します。
返される情報は、この参加者とホストしている TelePresence Server 間で使用されるさまざまなタイプのデータ
ストリームを構成する配列を含んでいます。各配列メンバーが 1 つのストリームを表します。
participant.diagnostics に対する XML-RPC 応答の例（p.173）
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各診断配列は 0 個以上のストリーム構造体を含んでいます。特定のタイプのストリームが存在しない場合、対
応する配列は、空で返されます。診断配列にストリーム構造体が含まれている場合、このストリーム構造体には
participant.diagnostics（p.159）からの関連するパラメータ/値が格納されることになります。
表 223：participant.diagnostics の入力
パラメータ名
participantGUID
receiverURI

sourceIdentifier

タイプ
string
文字列
（255）

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
必須。リッスンしているアプリケーションの XML-RPC インターフェイス（プロトコル、アド
レス、およびポート）を識別する完全修飾 URI。例：http://tms1:8080/RPC2。
http、または https を使用でき、ポート番号を指定していない場合、デバイスはプロト
コルのデフォルト（それぞれ 80 および 443）を使用します。
文字列 レシーバの ID 文字列。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用して、リスニングす
（255
るレシーバに対して自身を識別します。パラメータが明示的に設定されていない場合、デ
ASCII） バイスはイーサネット ポート A のインターフェイスの MAC アドレスを使用して自身を識
別します。デフォルト：空。

表 224：participant.diagnostics の戻りデータ
パラメータ名
participantGUID
sourceIdentifier

audioRx
audioTx
auxiliaryAudioRx
auxiliaryAudioTx
videoRx
videoTx
contentVideoRx
contentVideoTx

タイプ
string
文字列
（255
ASCII）
構造体の
配列
構造体の
配列
構造体の
配列
構造体の
配列
構造体の
配列
構造体の
配列
構造体の
配列
構造体の
配列

説明
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
レシーバの ID 文字列。レシーバ デバイスは、このパラメータを使用して、リスニングす
るレシーバに対して自身を識別します。パラメータが明示的に設定されていない場合、デ
バイスはイーサネット ポート A のインターフェイスの MAC アドレスを使用して自身を識
別します。デフォルト：空。
配列の各メンバーは、参加者のエンドポイントから受信したオーディオ ストリームを表す
構造体です。
配列の各メンバーは、参加者のエンドポイントに送信されたオーディオ ストリームを表す
構造体です。
配列の各メンバーは、参加者のエンドポイントから受信した AUX オーディオ ストリーム
を表す構造体です。
配列の各メンバーは、参加者のエンドポイントに送信された AUX オーディオ ストリーム
を表す構造体です。
配列の各メンバーは、参加者のエンドポイントから受信したビデオ ストリームを表す構造
体です。
配列の各メンバーは、参加者のエンドポイントに送信されたビデオ ストリームを表す構造
体です。
配列の各メンバーは、参加者のエンドポイントから受信したコンテンツ ビデオ ストリーム
を表す構造体です。
配列の各メンバーは、参加者のエンドポイントに送信されたコンテンツ ビデオ ストリーム
を表す構造体です。

表 225：診断配列構造体メンバー
パラメータ名
streamType
codec

タイプ
string
string

encrypted

boolean

説明
常に transcoded です。
すべてのストリーム タイプに存在します。使用中のコーデック。未定義の
場合は other です。
すべてのストリーム タイプに存在します。ストリーム データが暗号化され
ている場合は true です。
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パラメータ名
muted

タイプ
boolean

説明
コンテンツ チャネル（tx、rx）を除くすべてのストリーム タイプに存在しま
す。ストリームがミュートされている場合は true です。
すべてのストリーム タイプに存在します。1 秒あたりのビット数（bps）単位
のチャネルのビット レート。
このストリームで送信されたパケットの数。
このストリームで受信したパケットの数。
このストリームでエラーを伴うパケットの数。
このストリームで失われたパケットの数。
このストリームで受信したフレームの数。
このストリームでエラーを伴うフレームの数。
ミリ秒（ms）単位で測定されたこのストリームの現在のジッター。
デシベル（dB）単位の信号レベル。
1 秒あたりのビット数（bps）単位で設定された、このストリームの
ビットレート。
 aggregateBandwidth：TelePresence Server は、全体の帯域幅に対
する特定の制限を超えないで複数ストリームを送信できるように、ビッ
トレートを制限しています。
 flowControl：低いビットレートでビデオを送信することを遠端が
TelePresence Server に要求しました。
 notLimited：設定されたビットレートは flowControl と
aggregateBandwidth のいずれによっても制限されません。

channelBitRate

整数

packetsSent
packetsReceived
packetErrors
packetsMissing
framesReceived
frameErrors
jitter
energy
configuredBitRate

整数
整数
整数
整数
整数
整数
整数
整数
整数

configuredBitRateReason

string

expectedBitRate
expectedBitRateReason

整数
string

予期される、このストリームの 1 秒あたりのビット数（bps）。
 viewedSize：エンドポイントからのビデオ ストリームが最大サイズで表
示されていないため、TelePresence Server はビデオ ストリームの
ビットレートの低下を要求しました。
 errorPackets：ビデオ ストリームにエラーがあるため、TelePresence
Server はビデオ ストリームのビットレートの低下を要求しました。
 notLimited：TelePresence Server は、ビデオ ストリームのビットレー
トの低下を要求しませんでした。

actualBitRate
frameRate
fastUpdateRequestsSent
fastUpdateRequestsReceived
packetsLost

整数
整数
整数
整数
整数

clearPathOverhead

整数

clearPathRecovered

整数

clearPathLTRF

boolean

clearPathLTRFRepaired

整数

測定された、このストリームの 1 秒あたりのビット数（bps）。
1 秒あたりのフレーム数（fps）単位のビデオ ストリームのフレーム レート。
このストリームで送信されたファスト アップデート要求の数。
このストリームで受信したファスト アップデート要求の数。
遠端からの RTCP によってレポートされた、このストリームから失われた
パケットの数。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このメディア スト
リームの FEC オーバーヘッドのパーセンテージ。たとえば値 50 は、
1 FEC パケットを使用して各 2 つのメディア パケットを保護することを意
味します。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。FEC を使用して
回復されたメディア パケットの数。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。長期参照フレーム
がこのストリームに挿入されている場合は、true です。
ClearPath がネゴシエートされた場合のみ返されます。このストリームに
組み込まれた長期参照フレームを参照して修復されたフレームの数。
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participant.enumerate
クエリされた TelePresence Server の参加者の配列を返します。
列挙する参加者がいない場合、participant.enumerate コールは participants 配列を返しません。
表 226：participant.enumerate の入力
パラメータ名
enumerateID

タイプ
string

説明
列挙コールは多数の結果を返すことがあるため、いずれのコールもこのパラメータを受け入れ
ることになり、応答にこのパラメータを含むことがあります。
応答に enumerateID が含まれる場合、アプリケーションは、次の結果セットを取得するために
ID を後続の列挙コールに渡す必要があります。応答に enumerateID が含まれていない場
合、列挙にはそれ以上の結果はありません。
アプリケーションが enumerateID を省略すると、ターゲット デバイスは新しい列挙を開始し、最
初の結果セットを返します。

表 227：participant.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
タイプ
説明
participants 構造体の 配列の各メンバーは、単一の参加者を表す構造体です。
配列
enumerateID string
列挙コールは多数の結果を返すことがあるため、このパラメータを応答に含めることができます。
応答に enumerateID が含まれる場合、アプリケーションは、次の結果セットを取得するために
ID を後続の列挙コールに渡す必要があります。応答に enumerateID が含まれていない場
合、列挙にはそれ以上の結果はありません。
アプリケーションが enumerateID を省略すると、ターゲット デバイスは新しい列挙を開始し、最
初の結果セットを返します。

表 228：participants 配列構造体メンバー
パラメータ名
participantGUID
participantID

タイプ
string
整数

説明
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の固有 ID。

非推奨。代わりに、participantGUID を使用します。
conferenceGUID
conferenceID

string
整数

会議のグローバル一意識別子。
固有の会議識別子。

非推奨。代わりに、conferenceGUID を使用します。
address
endpointCategory

string
string

参加者のアドレス。
 normal：通常のエンドポイント
 group：グループ化されたエンドポイント
 t3：T3
 cts：Cisco CTS またはその他の TIP 対応エンドポイント
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パラメータ名

タイプ

説明
このパラメータの値は、列挙時にまだコールが確立されていなかった参加者の場合は正
しくありません。

callProtocol

string

 sip：このコールは SIP プロトコルを使用します。
 h323：このコールは、H.323 プロトコルを使用します。

callDirection

string

このパラメータは、callState が 0（未接続）の場合はありません。
 incoming：参加者は、TelePresence Server にコール イン
 outgoing：参加者は、TelePresence Server にコール アウト

groupAddressList

文字列 配列の各メンバーは、グループ メンバーの 1 つのアドレスです。この配列は、エンドポイ
の配列 ント グループの場合のみ返されます。つまり、conference.invite の participants 配
列の参加者の address がアドレスのカンマ区切りリストに設定されている場合です。
各エンドポイントのアドレスのインデックス位置は address パラメータで指定するカンマ
区切りリスト内の位置に対応します。

participant.set
指定した参加者の指定したパラメータの状態を変更します。
参加者を識別するには、participantID の代わりに participantGUID を使用し、両方は使用しないでく
ださい。
表 229：participant.set の入力
パラメータ名
participantGUID
participantID

タイプ
string
整数

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の固有 ID。

非推奨。代わりに、participantGUID を使用します。
txAudioMute

boolean

rxAudioMute

boolean

txVideoMute

boolean

rxVideoMute

boolean

isImportant

boolean

TelePresence Server がこのエンドポイントに送信される音声信号を
ミュートするかどうかを定義します。
TelePresence Server がこのエンドポイントから受信する音声信号を
ミュートするかどうかを定義します。
TelePresence Server がこのエンドポイントに送信されるビデオ信号を
ミュートするかどうかを定義します。
TelePresence Server がこのエンドポイントから受信するビデオ信号を
ミュートするかどうかを定義します。
参加者が重要（つまり、ビデオを編集するときに、この参加者が送信した
ビデオを他より優先する）かどうかを定義します。
 true：この参加者は重要です。
 false：（省略した場合のデフォルト）この参加者のビデオを他の参加者
のビデオよりも優先しません。

defaultLayoutSingleScreen string

single、activePresence、equal、または prominent のいずれか
です。これは、単一画面のエンドポイントの場合に、参加者のエンドポイン
トに表示されるレイアウトを定義します。このパラメータは、参加者が複数
画面のエンドポイントを使用している場合は無視されます。
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パラメータ名
defaultLayoutMultiScreen

タイプ
string

forceDefaultLayout

boolean

説明
single または activePresence のいずれかです。これは、複数画面
のエンドポイントの場合に、参加者のエンドポイントに表示されるレイアウト
を定義します。このパラメータは、参加者が単一画面のエンドポイントを使
用している場合は無視されます。
参加者に送信されるレイアウトとしてエンドポイント タイプのデフォルトを
強制するのか、ユーザがレイアウトを変更できるのかを定義します。
 true：レイアウトはユーザのエンドポイント タイプのデフォルトになります
（値は defaultLayoutSingleScreen または
defaultLayoutMultiScreen）。ユーザはレイアウトを変更できま
せん。
 false：レイアウトは強制されません。エンドポイントが対応している場
合、ユーザはレイアウトを変更できます。

automaticGainControl

boolean

オートゲイン コントロール（AGC）が有効かどうかを定義します。指定しな
い場合は、会議のデフォルトが使用されます。

participant.tidylayout
指定した参加者のエンドポイントに対して送信された編集されたビデオ レイアウトを整理します。
参加者を識別するには、participantID の代わりに participantGUID を使用し、両方は使用しないでく
ださい。
表 230：participant.tidylayout の入力
パラメータ名
participantGUID
participantID

タイプ
string
整数

説明
必須。TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の GUID。
TelePresence Server によって割り当てられたこの参加者の固有 ID。

非推奨。代わりに、participantGUID を使用します。

services.modify
デバイスのネットワーク サービス設定を変更します。配列に含まれていないサービスは未変更のままです。
表 231：services.modify の入力
パラメータ名
ephemeralPortRangeMin

タイプ
整数

説明
オプション。会議中にメディア トラフィック用に使用する最小ポートの数。
10000 まで小さくすることができます。この範囲内で 5000 ポート以上を許可
する必要があります。

ephemeralPortRangeMax

整数

ports

配列

オプション。会議中にメディア トラフィック用に使用する最大ポートの数。15000
まで小さくすることができます。この範囲内で 5000 ポート以上を許可する必要
があります。
オプション。メンバーがデバイスのイーサネット ポート/プロトコル バージョンの
組み合わせを表す構造体である配列。
配列内のエントリごとに必須。設定されている物理イーサネット コネクタを識別

ethernetPort

文字列
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パラメータ名

タイプ
（10）

protocolVersion
services
serviceName

文字列
（10）
配列

setting

文字列
（20）
文字列
（20）
boolean

portNumber

整数

connectionType

説明
します。A または B のいずれかですが、現在のデバイスで使用できるのは「A」
のみです。
配列内のエントリごとに必須。IP プロトコル バージョンを識別します。IPv4 ま
たは IPv6 のいずれかになります。
配列内のエントリごとに必須。メンバーが特定のポートとプロトコルで提供され
るサービスを表す構造体である配列。配列に含まれていないサービスは変更さ
れません。
配列内のエントリごとに必須。サービスの名前。使用可能なサービスはハード
ウェアまたはソフトウェア プラットフォームとバージョンによって異なります。
配列内のエントリごとに必須。サービスのタイプ。tcp または udp のいずれか
になります。
配列内の各エントリでオプション。サービスを有効にする必要がある場合は
True、無効にする必要がある場合は false です。
配列内の各エントリでオプション。サービスを使用可能にするポート番号を識別
します。

services.query
デバイスのネットワーク サービス設定をクエリします。
表 232：services.query の戻りデータ
パラメータ名
返されるパラメータ
ports
ethernetPort
protocolVersion
services
serviceName

タイプ
配列
文字列
（10）
文字列
（10）
配列

setting

文字列
（20）
文字列
（20）
boolean

portNumber
enabled

整数
boolean

connectionType

ephemeralPortRangeMin
ephemeralPortRangeMax

整数
整数

説明
メンバーがデバイスのイーサネット ポート/プロトコルの組み合わせを表す構
造体である配列。
イーサネット物理ポートを識別します。TelePresence Server では、常に A
です。
IP プロトコル バージョンを識別します。IPv4 または IPv6 のいずれかにな
ります。
メンバーが特定のポートとプロトコルで提供されるサービスを表す構造体で
ある配列。配列に含まれていないサービスは変更されません。
サービスの名前。使用可能なサービスはハードウェアまたはソフトウェア プ
ラットフォームとバージョンによって異なります。
サービスのタイプ。tcp または udp のいずれかになります。
サービスを有効にする必要がある場合は True、無効にする必要がある場
合は false です。
サービスを使用可能にするポート番号を識別します。
サービスが実際に有効な場合は、True です。設定、および機能キーのす
べての要件が含まれます。
会議中にメディア トラフィック用に使用する最小ポートの数。
会議中にメディア トラフィック用に使用する最大ポートの数。
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sip.modify
このコールは、TelePresence Server の SIP 設定を変更します。
表 233：sip.modify の入力
パラメータ名
オプション パラメータ
callConfiguration
outboundAddress
outboundDomain
username

タイプ

説明

文字列
（20）

useRegistrar、useTrunk、および callDirect のいずれかです。
useRegistrar はローカル管理モードだけで使用できます。

文字列
（80）

SIP レジストラまたはトランク宛先のアドレス。callConfiguration が
callDirect の場合は無視されます。callConfiguration が
useTrunk の場合はブランクにできません。
トランク宛先のドメイン。callConfiguration が callDirect の場合は
無視されます。
SIP 認証に使用されるユーザ名。callConfiguration が
useRegistrar（ローカル管理モードのみ）の場合は、登録ユーザ名としても
使用されます。
SIP 認証に使用されるパスワード。

文字列
（80）
文字列
（80）

password

文字列
（63）
outboundTransport
文字列
（3）
advertiseDualIPVersions 文字列
（20）
negotiateSRTPUsingSDES 文字列
（20）
useLocalCertificate

udp、tcp、または tls のいずれかです。tls は、暗号化機能キーが存在す
る場合のみ設定できます。
disabled または useANAT のいずれかです。
TLSonly または always のいずれかです。

boolean 接続および登録にローカル証明書を使用するには、true を指定します。
8710/7010 デバイス上でない場合は無視されます。

sip.query
現在の TelePresence Server の SIP 設定を返します。
表 234：sip.query の戻りデータ
パラメータ名
callConfiguration
outboundAddress
outboundDomain
username
password

タイプ
文字列
（20）

説明
useRegistrar、useTrunk、および callDirect のいずれかです。
useRegistrar はローカル管理モードだけで使用できます。

文字列
（80）

SIP レジストラまたはトランク宛先のアドレス。callConfiguration が
callDirect の場合は無視されます。callConfiguration が
useTrunk の場合、空白にすることはできません。
トランク宛先のドメイン。callConfiguration が callDirect の場合は
無視されます。
SIP 認証に使用されるユーザ名。callConfiguration が
useRegistrar（ローカル管理モードのみ）の場合は、登録ユーザ名としても
使用されます。
SIP 認証に使用されるパスワード。

文字列
（80）
文字列
（80）
文字列
（63）
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パラメータ名
outboundTransport

タイプ
文字列
（3）
advertiseDualIPVersions 文字列
（20）
negotiateSRTPUsingSDES 文字列
（20）
useLocalCertificate

説明
udp、tcp、または tls のいずれかになります。
disabled または useANAT のいずれかになります。
TLSonly または always のいずれかです。

boolean 接続および登録にローカル証明書を使用するには、true を指定します。
8710/7010 デバイスでのみ返されます。

system.info
クエリしたシステムの現在のステータスを返します。このコマンドは、入力パラメータを取りません。
表 235：system.info の戻りデータ
パラメータ名
platform

タイプ
string

operationMode

string

licenseMode

string

説明
system.xml に表示されるとおりの TelePresence Server の
プラットフォーム。
standalone（ローカル管理）、flexible（リモート管理）、または slave
（クラスタ内のスレーブ ブレード）のいずれかになります。
operationMode の値によって決まります。

operationMode が standalone の場合は、HD または fullHD のいず
れか
operationMode が flexible で、スクリーン ライセンス モードの場合
は、flexible
operationMode が flexible で、マルチパーティ ライセンス モードの場
合は、trust

numControlledServers

operationMode が slave の場合は存在しません。
整数

この装置によって制御されている TelePresence Server の数（自身を含む）。

clusterType

string

depHash
gateKeeperOK

string
boolean

このデバイスのクラスタ ステータス。master、slave、または
unclustered のいずれかになります。

tpsNumberOK
tpdVersion
tpdName

tpdUptime
tpdSerial

makeCallsOK

portsVideoTotal
portsVideoFree

portsAudioTotal
portsAudioFree

依存関係ハッシュを構築します。開発用。
ゲートキーパーが設定され、登録されているかどうかを示します。

整数

設定済みでアクティブな TelePresence Server の数。

string

TelePresence Server のバージョン番号。

string

TelePresence Server のシステム名。

整数

システムが起動してから経過した時間（秒単位）。

string

TelePresence Server のシリアル番号。

boolean

true：システムに最低 1 つのコールを発信するのに十分なリソースがある。

整数

ビデオ ポートの合計数。

整数

現在未使用のビデオ ポートの数。

整数

音声ポートの合計数。

整数

現在未使用の音声ポートの数。
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パラメータ名
portsContentTotal
portsContentFree

タイプ
整数

説明
コンテンツ ポートの合計数。

整数

現在未使用のコンテンツ ポートの数。

maxConferenceSizeVideo

整数

この装置によって制御されている最も使用されていない TelePresence
Server にある未使用のビデオ ポートの数。単一の会議に現在割り当てるこ
とのできるビデオ ポートの最大数を示します。

maxConferenceSizeAudio

整数

この装置によって制御されている最も使用されていない TelePresence
Server にある未使用の音声専用ポートの数。単一の会議に現在割り当てる
ことのできる音声専用ポートの最大数を示します。

maxConferenceSizeContent 整数

この装置によって制御されている最も使用されていない TelePresence
Server にある未使用のコンテンツ ポートの数。単一の会議に現在割り当て
ることのできるコンテンツ ポートの最大数を示します。

softwareVersion

4.1 などのソフトウェア バージョン文字列

string

user.create
注：user コマンドには、管理者ユーザのみがアクセスできます。
ユーザは、デバイスにログインするのに（関連付けられたパスワードとともに）使用される「username」文字列で
あるユーザ ID によって識別されます。デバイスの最大ユーザ数は 200 で、いくつかが破棄されるまで 200 を
超えて作成することはできません。
デバイスには、administrator アクセス権限を持つ「immortal」ユーザ（デフォルトの ID は admin）が常に
存在しています。これは破棄できませんが、この API によって変更できます。管理者による列挙には、この
「immortal」ユーザが含まれます。

注：ユーザ リストと列挙の重複した変更は避けることをお勧めします。
XML-RPC API クライアント自体はユーザ ID とパスワードを使用して認証されます。3 つのレベルが定義され
ています。
administrator このユーザを使用して、user コマンドを除く API コマンドを認証できます。
apiOnly
このユーザを使用して API コマンド（特に次のもの）を認証できます。ただし、このユーザによって認証され
た API は、immortal ユーザを含め administrator レベルのユーザを変更または表示できません。
none
このユーザは、コマンドを認証するために使用できず、実際には無効になっています。

指定された名前と提供されたパラメータを使用して新規ユーザを作成します。
表 236：user.create の入力
パラメータ名
newUserId
password
accessRights
name

タイプ
文字列（64）
文字列（31）
文字列（32）
文字列（31）

説明
必須。ユーザがログインするために使用できるユーザ ID。
必須。特定のユーザ ID に関連付けられるパスワード。
必須。administrator、apiOnly、none のいずれかになります。
オプション。ユーザの氏名。省略すると空白になります。
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user.destroy
注：user コマンドには、管理者ユーザのみがアクセスできます。
このコールは、以前に作成されたユーザを破棄します。
表 237：user.destroy の入力
パラメータ名
currentUserId

タイプ 説明
文字列 必須。ユーザが現在ログインするために使用できる文字列。immortal ユーザは、この API
（64）
では破棄できません。

user.enumerate
注：user コマンドには、管理者ユーザのみがアクセスできます。
このコールは、システムに設定されているすべてのユーザを列挙します。
バージョン 4.2 以降では、初回ログイン時にデフォルトの管理者クレデンシャルを変更する必要があります。
デフォルトの管理者クレデンシャルが変更されるまで、TelePresence Server 上で機能または設定を有効にす
ることはできません。
初回ログインに API を使用したときに、永久管理者のパスワードがデフォルトのパスワードに相当する場合は、
user.modify および user.enumerate を除くすべての API コマンドが失敗します。user.modify コマン
ドを使用して永久管理者のパスワードが変更されると、TelePresence Server は通常どおり機能します。

注：ユーザ リストと列挙の重複した変更は避けることをお勧めします。
表 238：user.enumerate の入力
パラメータ名
タイプ
enumerateID 文字列
（150）
max

整数

説明
オプション。ユーザの列挙トークン。このフィールドは、新しい列挙を開始するときは存在しません。
列挙を継続するために、直前のコールから返された値を使用します。
オプション。このコールによって返されるユーザの最大数を指定します。デバイスは、残りが少な
い場合、または応答が多き過ぎる場合には、「max」未満のユーザを返すことがあります。省略す
ると、クライアントは制限を課さず、返されるユーザ数は完全にデバイスによって決定されます。

表 239：user.enumerate の戻りデータ
パラメータ名
moreAvailable
enumerateID

タイプ
boolean

説明
この後に残るユーザがあるかどうかを示します。

文字列
（150）

列挙を継続するために使用されるユーザ列挙トークン。列挙
が完了している場合は、返されません。
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パラメータ名
modifiedSinceStart

users

currentUserId
name
immortal
accessRights

タイプ
boolean

配列
文字列
（64）
文字列
（31）
boolean

文字列
（32）
passwordChangeRequired boolean

説明
この列挙の間にユーザ リストが変更されたかどうかを示しま
す。このフラグは、ガイダンスのみを目的としています。このフラ
グが設定されている場合は、以前の結果を廃棄し、列挙を再度
開始することをお勧めします。
次の構造を持つユーザのリスト：
ユーザがログインするために使用できる文字列。
ユーザの氏名、設定されていない場合は空白になります。
このユーザが永久の場合は True（この API を使用して破棄
できません）。
administrator、apiOnly、または none のいずれかの値
になります。
初回ログイン時にデフォルトのクレデンシャルを変更する必要
のあるユーザの場合は True。これは、いったんパスワードが
変更されると返されません。

user.modify
注：user コマンドには、管理者ユーザのみがアクセスできます。
このコールは、以前に作成されたユーザの設定を変更します。管理者クライアントのみが管理者ユーザを変更
できます。パラメータを省略した場合は、その属性の以前の値は変更されません。
バージョン 4.2 以降では、初回ログイン時にデフォルトの管理者クレデンシャルを変更する必要があります。デ
フォルトの管理者クレデンシャルが変更されるまで、TelePresence Server 上で機能または設定を有効にする
ことはできません。
初回ログインに API を使用したときに、永久管理者のパスワードがデフォルトのパスワードに相当する場合は、
user.modify および user.enumerate を除くすべての API コマンドが失敗します。user.modify コマン
ドを使用して永久管理者のパスワードが変更されると、TelePresence Server は通常どおり機能します。
表 240：user.modify の入力
パラメータ名
タイプ
説明
currentUserId 文字列（64） 必須。ユーザが現在ログインするために使用できるユーザ ID。
newUserId
name

password
accessRights

文字列（64） オプション。ユーザがログインするために使用できるユーザ ID。現在のユーザ ID を置き
換えます。
文字列（31） オプション。ユーザの代替の氏名。
文字列（31） オプション。特定のユーザ ID に関連付けられた代替のパスワード。
文字列（32） オプション。administrator、apiOnly、none のいずれかになります。
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関連情報
system.xml ファイル
system.xml ファイルから、TelePresence Server に関する一部の情報を取得できます。TelePresence
Server のルートから HTTP 経由でこのファイルをダウンロードできます。

system.xml の例
<?xml version="1.0"?>
<system>
<manufacturer>TANDBERG</manufacturer>
<model>Telepresence Server 8710</model>
<product>TS</product>
<platform>8710</platform>
<productDisplayName>Cisco TelePresence Server</productDisplayName>
<platformDisplayName>8710</platformDisplayName>
<serial>SM021037</serial>
<softwareVersion>4.1(1.22)</softwareVersion>
<buildVersion>13.3(1.22)</buildVersion>
<hostName>A host name</hostName>
<ipAddress>198.51.100.14</ipAddress>
<ipAddressV6>2001:DB8::81b7</ipAddressV6>
<macAddress>BA:98:76:54:32:10</macAddress>
<gatekeeperUsage>Yes</gatekeeperUsage>
<gatekeeperAddress>mainvcs.test.lal</gatekeeperAddress>
<gatekeeperIds>dt12b7,dt12b7-l,dt12b7-c,dt12b7-r</gatekeeperIds>
<sipRegistrarUsage>Yes</sipRegistrarUsage>
<sipRegistrarAddress>mainvcs.test.lal</sipRegistrarAddress>
<sipRegistrarDomain>test.lal</sipRegistrarDomain>
<sipTrunkUsage>No</sipTrunkUsage>
<sipTrunkAddress/>
<sipTrunkDomain/>
<isMaster>Yes</isMaster>
<clusterType>unclustered</clusterType>
<totalVideoPorts>12</totalVideoPorts>
<totalContentPorts>12</totalContentPorts>
<totalAudioOnlyPorts>10</totalAudioOnlyPorts>
<uptimeSeconds>230641</uptimeSeconds>
</system>

表 241：システム XML の内容
ノード名
manufacturer
model
product
platform
productDisplayName
platformDisplayName
serial
softwareVersion
buildVersion

ノードの内容
TANDBERG
Telepresence Server <モデル番号> 例：Telepresence Server 8710
TS
<プラットフォーム> 例：Media 310、8710、Virtual Machine with 16 vCPUs など
Cisco TelePresence Server。表示名の値は新しいソフトウェア リリースで変更される場合がある
ため、アプリケーションはそれらに依存しません。
<プラットフォーム> 例：Media 310、8710、Virtual Machine with 16 vCPUs など表示名の値は新
しいソフトウェア リリースで変更される場合があるため、アプリケーションはそれらに依存しません。
装置の固有のシリアル番号
ソフトウェア バージョン文字列 例：4.1 （1.22）
ビルド番号文字列 例：13.3 （1.22）
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ノード名
hostName
ipAddress
ipAddressV6
macAddress
gatekeeperUsage
gatekeeperAddress
gatekeeperIds
sipRegistrarUsage
sipRegistrarAddress

ノードの内容
装置のホスト名
IPv4 アドレス
IPv6 アドレス
MAC アドレス
Yes：ゲートキーパーの使用は有効です
No：ゲートキーパーの使用は無効です

ゲートキーパーのホスト名または IP アドレス
TelePresence Server とそのスレーブに関連付けられている登録済み ID のカンマ区切りのリスト
（システムがマスターでない場合は省略されます）
Yes：レジストラの使用は有効です
No：レジストラの使用は無効です
SIP レジストラのホスト名/IP アドレス

sipRegistrarDomain

SIP レジストラのドメイン

sipTrunkUsage

Yes：トランクの使用は有効です
No：トランクの使用は無効です

sipTrunkAddress
sipTrunkDomain
isMaster

SIP トランクのホスト名/IP アドレス
SIP トランクのドメイン
Yes：このシステムがマスターであるか、またはクラスタ化されていません
No：このシステムはスレーブです

totalVideoPorts

クラスタ内でのこのシステムのロール。unclustered、master、または slave のいずれかにな
ります。
ビデオ ポートの合計数

totalContentPorts

ビデオ コンテンツ ポートの合計数

totalAudioOnlyPorts

音声専用ポートの合計数

uptimeSeconds

システムの稼働時間（秒単位）

clusterType

障害コード
Cisco TelePresence Server は XML-RPC 要求の処理で問題が発生した場合に障害コードを返します。
次の表に、TelePresence Server によって返されることのある障害コードと、一般的な解釈を一覧します。
表 242：障害コード
障害
コード
1
2
4
5
6
8
10
13

説明
method not supported.このメソッドは、このデバイスでサポートされていないか、または不明です。
duplicate conference name.会議の名前は指定されていましたが、すでに使用されています。
no such conference or auto attendant.指定された会議または自動応答 ID は、いずれの会議または自
動応答とも一致しません。
no such participant.指定された参加者 ID がどの参加者とも一致しません。
too many conferences.デバイスが、設定可能な会議数の上限に達しました。
no conference name or auto attendant id supplied.会議の名前または自動応答識別子が必要で
すが、ありませんでした。
no participant address supplied.参加者のアドレスが必要ですが、ありませんでした。
invalid PIN.指定した PIN は有効な一連の数字ではありません。
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障害
コード
14
15
16
17
18
20
25
34
35
61
101
102
103

105
201
202
203
204

説明
authorization failed.指定された認証パラメータが認識されなかったため、要求された操作は許可されません。
insufficient privileges.指定されたユーザ ID とパスワードの組み合わせは、試行された操作では無効です。
invalid enumerateID value.列挙メソッド呼び出しに渡された列挙 ID が無効でした。列挙メソッドでは、デバ
イスから返される値のみを使用する必要があります。
port reservation failure.要求されたコールを完了/発信するには、未使用のポートが不足しています。
duplicate numeric ID.数値 ID が指定されましたが、この ID はすでに使用中です。
unsupported participant type.デバイスで既知のどの参加者タイプにも対応しない参加者タイプが使用さ
れました。
port limit lower than active.新しいポート制限は、現在アクティブである個数未満です。
internal error.API 要求の処理中にエラーが発生しました。
string is too long.コールが、許可された長さを超えた文字列パラメータを指定しました。
いくつかの理由のいずれかが原因で、機能またはライセンス キーの削除に失敗しました。障害コードのメッセージ
は、障害の根本原因によって異なります。
missing parameter.必要なパラメータが存在しない場合に示されます。対象のパラメータは、「missing
parameter: パラメータ名」の形式で障害文字列に示されます。
invalid parameter.パラメータが正常に解析され、正しいタイプであるが、有効な値の範囲外である場合に示さ
れます。たとえば、整数が大きすぎる場合や列挙型の文字列値に無効な値が含まれる場合などです。
malformed parameter.正しい名前のパラメータが存在するが、何らかの理由で読み取れない場合に示されま
す。たとえば、パラメータは整数であることが想定されているが文字列として指定された場合などです。対象のパラ
メータは、「malformed parameter: パラメータ名」の形式で障害文字列に示されます。
request too large.メソッド コールに、API が受け入れ可能な量を超えたデータが含まれています。コールの最
大サイズは 32 KB です。
operation failed.これは、必要な場合に動作が成功しなかった場合の一般的な障害です。
Product needs its activation feature key.この要求では、製品をアクティブ化する必要があります。
Too many asynchronous requests.TelePresence Server は、現在、このタイプの非同期要求の最大数を処
理しています。後でこの要求を再試行してください。
Too many invalid keys entered.Wait 5 seconds to retry.TelePresence Server は、現在、機能
キーを追加する要求をこれ以上は受け入れません。

participant.diagnostics に対する XML-RPC 応答の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <methodCall>
<methodName>participantDiagnosticsResponse</methodName>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>participantGUID</name>
<value>
<string>ceb2b610-777e-11e3-b6e1-000d7c10c7d0</string>
</value>
</member>
<member>
<name>sourceIdentifier</name>
<value>
<string>00:0D:7C:10:C7:D0</string>
</value>
</member>
<member>
<name>audioRx</name>
<value>
<array>
<data>
<value>
<struct>
<name>codec</name>
<value>
<string>AACLD</string>
</value>
<name>encrypted</name>
<value>
<boolean>1</boolean>
</value>
<name>channelBitRate</name>
<value>
<int>128000</int>
</value>
<name>jitter</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>energy</name>
<value>
<int>-25</int>
</value>
<name>packetsReceived</name>
<value>
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<int>7750</int>
</value>
<name>packetErrors</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>packetsMissing</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>framesReceived</name>
<value>
<int>7749</int>
</value>
<name>frameErrors</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>muted</name>
<value>
<boolean>0</boolean>
</value>
<name>clearPathOverhead</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>clearPathRecovered</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
</struct>
</value>
</data>
</array>
</value>
</member>
<member>
<name>audioTx</name>
<value>
<array>
<data>
<value>
<struct>
<name>codec</name>
<value>
<string>AACLD</string>
</value>
<name>encrypted</name>
<value>
<boolean>1</boolean>
</value>
<name>channelBitRate</name>
<value>
<int>128000</int>
</value>
<name>packetsSent</name>
<value>
<int>7750</int>
</value>
<name>muted</name>
<value>
<boolean>0</boolean>
</value>
<name>packetsLost</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>clearPathOverhead</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>clearPathRecovered</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
</struct>
</value>
</data>
</array>
</value>
</member>
<member>
<name>videoRx</name>
<value>
<array>
<data>
<value>
<struct>
<name>codec</name>
<value>
<string>H.264</string>
</value>
<name>height</name>
<value>
<int>720</int>
</value>
<name>width</name>
<value>
<int>1280</int>
</value>
<name>encrypted</name>
<value>
<boolean>1</boolean>
</value>
<name>channelBitRate</name>
<value>
<int>4000000</int>
</value>
<name>expectedBitRate</name>
<value>
<int>4000000</int>
</value>
<name>expectedBitRateReason</name>
<value>
<string>notLimited</string>
</value>
<name>actualBitRate</name>
<value>
<int>3758993</int>
</value>
<name>jitter</name>
<value>
<int>5</int>
</value>
<name>packetsReceived</name>
<value>
<int>61457</int>
</value>
<name>packetErrors</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>framesReceived</name>
<value>
<int>8888</int>
</value>
<name>frameErrors</name>
<value>
<int>1</int>
</value>
<name>frameRate</name>
<value>
<int>60</int>
</value>
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<name>fastUpdateRequestsSent</name>
<value>
<int>3</int>
</value>
<name>muted</name>
<value>
<boolean>0</boolean>
</value>
<name>clearPathOverhead</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>clearPathRecovered</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
</struct>
</value>
</data>
</array>
</value>
</member>
<member>
<name>videoTx</name>
<value>
<array>
<data>
<value>
<struct>
<name>codec</name>
<value>
<string>H.264</string>
</value>
<name>height</name>
<value>
<int>720</int>
</value>
<name>width</name>
<value>
<int>1280</int>
</value>
<name>encrypted</name>
<value>
<boolean>1</boolean>
</value>
<name>channelBitRate</name>
<value>
<int>4000000</int>
</value>
<name>configuredBitRate</name>
<value>
<int>4000000</int>
</value>
<name>configuredBitRateReason</name>
<value>
<string>notLimited</string>
</value>
<name>actualBitRate</name>
<value>
<int>3965252</int>
</value>
<name>packetsSent</name>
<value>
<int>60599</int>
</value>
<name>frameRate</name>
<value>
<int>60</int>
</value>
<name>fastUpdateRequestsReceived</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>muted</name>
<value>
<boolean>0</boolean>
</value>
<name>packetsLost</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>clearPathOverhead</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>clearPathRecovered</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>clearPathLTRF</name>
<value>
<boolean>1</boolean>
</value>
</struct>
</value>
</data>
</array>
</value>
</member>
<member>
<name>auxiliaryAudioRx</name>
<value>
<array>
<data />
</array>
</value>
</member>
<member>
<name>auxiliaryAudioTx</name>
<value>
<array>
<data />
</array>
</value>
</member>
<member>
<name>contentVideoRx</name>
<value>
<array>
<data>
<value>
<struct>
<name>codec</name>
<value>
<string>H.263+</string>
</value>
<name>height</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>width</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>encrypted</name>
<value>
<boolean>1</boolean>
</value>
<name>channelBitRate</name>
<value>
<int>2000000</int>
</value>
<name>expectedBitRate</name>
<value>
<int>2000000</int>
</value>
<name>expectedBitRateReason</name>
<value>
<string>notLimited</string>
</value>
<name>actualBitRate</name>
<value>
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<int>0</int>
</value>
<name>jitter</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>packetsReceived</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>packetErrors</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>framesReceived</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>frameErrors</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>frameRate</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
<name>fastUpdateRequestsSent</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
</struct>
</value>
</data>
</array>
</value>
</member>
<member>
<name>contentVideoTx</name>
<value>
<array>
<data />
</array>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>

ローカル管理 API の変更履歴

表 243：API バージョン 4.2 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
conference.invite（p.135）

パラメータ
autoReconnect、alwaysReconnect

system.info（p.167）

licenseMode：新しいオプション
flexible、trust

user.enumerate（p.169）

passwordChangeRequired

Change
更新されたパラメータ（2 回目の再試行間隔が
30 秒）
更新されたパラメータ
新しいパラメータ

表 244：API バージョン 4.1.2 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
device.network.modify
（p.151）

device.time.modify
（p.155）

Change
パラメータ
新しいコマンド
portA、dns、ipv4Enabled、dhcpv4、ipv4Address、
ipv4SubnetMask、defaultipv4Gateway、ipv6Address、ipv6Conf、
ipv6PrefixLength、defaultIpv6Gateway、ethernetAutomatic、
speed、fullDuplex、dnsConfiguration、hostName、nameServer、
nameServerSecondary、domainName

currentTime、ntpEnabled、utcOffsetHours、utcOffsetMinutes、 新しいコマンド
ntpHost

device.time.query（p.156） currentTime、ntpEnabled、utcOffsetHours、utcOffsetMinutes、 新しいコマンド
ntpHost
logs.syslog.modify
新しいコマンド
servers、facilityValue
（p.159）
logs.syslog.query（p.159） servers、facilityValue

新しいコマンド

services.modify（p.164）

新しいコマンド

ephemeralPortRangeMin、ephemeralPortRangeMax、ports、
ethernetPort、protocolVersion、services、serviceName、
connectionType、setting、portNumber
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XML-RPC 要求/トピック
services.query（p.165）

sip.modify（p.166）

sip.query（p.166）

user.create（p.168）

パラメータ
ports、ethernetPort、protocolVersion、services、
serviceName、connectionType、setting、portNumber、enabled、
ephemeralPortRangeMin、ephemeralPortRangeMax
callConfiguration、outboundAddress、outboundDomain、
username、password、outboundTransport、
advertiseDualIPVersions、negotiateSRTPUsingSDES、
useLocalCertificate
callConfiguration、outboundAddress、outboundDomain、
username、password、outboundTransport、
advertiseDualIPVersions、negotiateSRTPUsingSDES、
useLocalCertificate
newUserId、password、accessRights、name

Change
新しいコマンド

新しいコマンド

新しいコマンド

新しいコマンド

user.destroy（p.169）

currentUserId

user.enumerate（p.169）

enumerateID、max、moreAvailable、modifiedSinceStart、users、 新しいコマンド
currentUserId、name、immortal、accessRights
新しいコマンド
currentUserId、newUserId、name、password、accessRights

user.modify（p.170）

新しいコマンド

表 245：API バージョン 4.1 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
system.info（p.167）
conference.enumerate（p.133）

パラメータ
depHash
numParticipants
streamType

participant.diagnostics（p.159）

Change
新しいパラメータ
新しいパラメータ
新しいパラメータ

表 246：API バージョン 4.0(2.8) の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
callHome.configure（p.128）

パラメータ
mode、automatic
mode、automatic

callHome.query（p.129）

Change
新しいコマンド
新しいコマンド

表 247：API バージョン 4.0 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
device.feature.add（p.149）

パラメータ
key

Change
新しいコマンド

device.feature.remove（p.149）

key

新しいコマンド

device.query（p.150）

mediaResourceRestarts、key、expiry

追加

device.query（p.150）

currentTime、restartTime、uptime

ドキュメントを修正

障害コード（p.172）

61、204

新しい障害コード

system.info（p.167）

softwareVersion

追加

conference.invite（p.135）

allowStarSixMuting
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表 248：API バージョン 3.1 の変更の概要
XML-RPC 要求/トピック
system.info（p.167）

パラメータ
clusterType

Change
追加

device.query（p.150）

activatedLicenses、portsVideoTotal、portsAudioTotal

追加

conference.create（p.131）
conference.invite（p.135）

conference.invite（p.135）、
conference.senddtmf（p.139）
conference.set（p.141）
conference.status（p.143）

追加
automaticGainControl、encryptionRequired
追加
alwaysReconnect、deferConnect、autoDisconnect、
defaultLayoutSingleScreen、defaultLayoutMultiScreen、
forceDefaultLayout、automaticGainControl、groupAddressList
dtmf
Modified

automaticGainControl、encryptionRequired
automaticGainControl、encryptionRequired、
groupAddressList、groupCallStateList、groupAudioIndex、
groupContentIndex
participant.diagnostics（p.159） clearPathOverhead、clearPathRecovered、packetsLost、
clearPathLTRF、clearPathLTRFRepaired
participant.enumerate（p.162） groupAddressList
participant.set（p.163）
defaultLayoutSingleScreen、defaultLayoutMultiScreen、
forceDefaultLayout、automaticGainControl

追加
追加

追加
追加
追加

表 249：API バージョン 3.0 の変更の概要
XML-RPC リクエスト
system.info

パラメータ
operationMode
licenseMode

Change
Modified

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。この
マニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であ
れ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、
すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されて
います。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。
シスコが導入するTCP ヘッダー圧縮は、カリフォルニア大学バークレー校（UCB）により、UNIX オペレーティン
グシステムのUCB パ ブリックドメインバージョンの一部として開発されたプログラムを適応したものです。すべて
の権利が留保されています。著作権所有 ©1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含
めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、
および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめ
とする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発
生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あら
ゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。
Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国にお
ける商標です。Cisco の商標の一覧は、www.cisco.com/go/trademarks でご確認いただけます。掲載されてい
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る第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と
他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。（1005R）
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものでは
ありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的
として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的
なものではなく、偶然の一致によるものです。
© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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シスコの商標または登録商標
Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における 商標または登録商標
です。シスコの商標の一覧は www.cisco.com/go/trademarks に掲載されています。掲載されている第三者の商
標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパー
トナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)
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